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平成25年度長崎市重点化方針について 

   「平成25年度長崎市重点化方針」は、長崎市第四次総合計画を推進し、めざすべき将来の都市像

の実現に向けて、平成25年度において長崎市がめざすべき目標とその達成のために重点的に取り組

むべき戦略を定めたものです。 

 組織横断的に取り組むべき重点プロジェクト・重点事業については、各局長・政策監において戦略を

もって着実な推進を図ることとしており、また、各部局等においては、それぞれ定めた重点的取組みに

基づき、各事業に取り組むこととしています。 

 なお、平成25年度おいては、次の基本的な考え方のもとで予算編成を行っています。 

 
平成25年度予算編成にあたっての基本的な考え方(抜粋） 

 

１ 総合計画は具体的に動いている 

 総合計画は、めざす将来の都市像「個性輝く世界都市」「希望あふれる人間都市」を“つながりと創造”とい

う基本姿勢のもとに実現していこうとしているもので、市役所のすべての仕事は、そこをめざして動いている。 

 (1) 「世界都市」の実現へ ～個性を強みとして活かす～ 

  ○世界の人が往来するまち 観光客の受入体制の整備、ＭＩＣＥ施設の具体的検討など 

  ○世界に貢献するまち 平和や医学などの様々な団体との連携など 

  ○世界から評価されるまち 世界遺産候補の登録推進、まちぶらプロジェクトの推進、資源みがきなど 

  ○世界とつながるまち 市民友好都市の提携、長崎平和特派員との連携など 

 (2) 「人間都市」の実現へ ～暮らしやすいまちをつくる～ 

  ○だれもが暮らしやすいまちを 

    現場の変化を捉え、時代に合った新しい仕組みづくりを実行し、さらに検証して改善を重ねる。 

  ○長崎に合った方法で 

    暮らしやすさの基準やそのための仕組みを、自分たちのまちに合わせてつくる。 

 (3) “つながりと創造”を常に意識する 

   力を合わせることで、単独ではできないことができるようになったり、単独でするより、もっと早く、もっと 

  少ないコストで、もっと大きな成果をあげることが可能となる“協働”の事例を増やす。  

 

２ 仕事のしかたを進化させよう 

 総合計画の目標を達成するためには、まず市役所の職員全員が、前例に捉われず、考え方や仕事の仕方

を自ら変えていく必要がある。 

 (1) 「自立・自律」「プラス協働」「プラス創造」への意識の転換 

   自らが考え、判断し、市民に対して自らの責任で説明することがさらに求められていることから、これま 

  での意識を転換するとともに、「長崎のまち全体が職場である」との意識の定着を図る必要がある。 

 (2) 予算編成の仕方も変わる 

   既存事業の大胆な見直しに取り組みながら、重点化した事業のための必要な財源を捻出する「堅実 

  かつ大胆」な予算編成が必要である。 

   部局長が経営者の感覚で定めた重点的取組みをもとに、めざすべき方向性を職員全員が共有し、戦 

  略や今後の事業展開等をしっかりと意識しながら、最新の情報や時代のニーズを確実に捉え、すべての 

  取組みを「検証」し、既存事業の廃止・縮小・改善・発展などの「変化」に向けた検討を行う。 

   そのうえで、解決できない課題に対しては、効率的かつ効果的な新たな取組みの「創造と「挑戦」を選 

  択する。 
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将来の都市像・まちづくりの基本姿勢
～基本構想・前期基本計画～

重点テーマ １

重点テーマ ２

重点テーマ ３

重点テーマ ４

　「基本構想」では、これからの10年間（平成23～32年度）においてめざす将来の都市像やまちづ
くりの基本姿勢を定め、「前期基本計画」では、これからの５年間（平成23～27年度）において将来
の都市像を実現するための８つの重点テーマを定めています。
　平成25年度においては、将来の都市像の実現に向け、重点テーマごとに掲げる各種施策や事業に積
極的に取り組むこととしています。

個性を活かした交流の拡大

重点テーマ ７

重点テーマ ８

安全・安心で快適な暮らしの実現

ともに支え合い、いきいきと暮らせる地域社会の実現

創造的で豊かな心の育成

多様な为体による地域経営

重点テーマ５

重点テーマ ６

平和の発信と世界への貢献

地域経済の活力の創造

環境との調和

つながりと創造で 

新しい長崎へ 

 まちづくりの基本姿勢 
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まちづくりの方針Ａ

平成25年度の为な取組み

　長崎がもつ人を惹きつける歴史や文化、景観、産業を磨き、まちの品栺や魅力を高めることにより、
市民が誇れるまちとするとともに、交流のためのインフラが整備され、世界の人々から訪れたいと思わ
れるまちをめざします。
　また、民族や言語の壁を乗り越え、世界各国の人々と共生してきた長崎だからこそ発信できる価値や
魅力によって、常に国内外から注目され、多くの人が交流するまちをめざします。

○世界遺産登録への取組み
　・２つの世界遺産候補の登録に向けた準備
○「長崎駅周辺エリア」の整備
　・土地区画整理事業（駅前広場、道路等）の推進
　・市道大黒町筑後町１号線の拡幅整備に係る都市計画決定
　・長崎駅前・宝町電停のバリアフリー化の検討
　・「コンベンション施設」の整備可能性調査に基づく方向性の明確化
　・まちなかへの動線となる岩原都市下水路の河川環境確保に向けた設計への着手
○「まちぶらプロジェクト」の推進によるまちなかの再生
　＜新大工エリア＞
　・商店街と連携した活性化と動線づくりの検討、都市計画道路中通り線の整備
　＜中島川・寺町・丸山エリア＞
　・町家の保存活用と和のまちなみの形成
　・中島川川端・ししとき川沿いの道路整備
　・魚の町公衆トイレの整備
　＜浜町・銅座エリア＞
　・国際クルーズ客船乗客に対するおもてなしの充実、路地裏の魅力の顕在化
　・銅座川プロムナードの整備に向けた検討
　＜館内・新地エリア＞
　・唐人屋敷顕在化事業の推進（唐人屋敷誘導門、富士市場跡地整備等）
　・都市計画道路新地町稲田町線の整備
　・出島とまちなかを結ぶ動線となる歩道の整備
　＜東山手・南山手エリア＞
　・グラバー園内洋風建物９棟の保存活用計画の策定
　・旧香港上海銀行長崎支店における「孫文・梅屋庄吉常設展示」の整備
　・「ばらチャレンジ」事業の実施
　＜軸づくり＞
　・誘導サインのあり方の検討
　・「まちなか未来予想図」の作成
○良好な景観の形成
　・住民と協働したまちなみ形成のルールづくり
　・専門家からの指導、助言等を取り入れた公共空間の質の向上
○歴史的資産の保存・活用
　・「歴史文化基本構想」の策定
　・「心田庵」の一般公開
○観光の振興
　・さるくガイドの魅力向上やニーズに対応したメニュー設定等による「長崎さるく」の進化
　・積極的な情報発信による「世界新三大夜景」ブランドの確立
　・出島及び観光丸のライトアップによる長崎港界隈の賑わいの創出
　・出島復元整備事業の推進と出島表門橋の架橋に向けた準備
　・夜間のイベント充実による出島の魅力向上
　・国際クルーズ客船の受入体制の充実
　・クルーズトレイン「ななつ星in九州」受入れ時のおもてなしの実施
○合併地区の活性化
　・市町村建設計画・地域振興計画の推進
　・地域おこし協力隊と地域住民が連携したイベントの開催等
　・伊王島地区活性化交流拠点施設の整備
○「新長崎市史」の刊行
　・「新長崎市史」の刊行と普及版・年表の作成に向けた取組み

重点テーマ １　個性を活かした交流の拡大

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
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まちづくりの方針Ｂ

重点テーマ ２　平和の発信と世界への貢献

私たちは「平和を願い、求め、つくるまち」をめざします

　戦争を含むあらゆる暴力行為を否定し、平和を願うまちであり続けることをめざします。
   また、原爆被爆都市として被爆体験を継承し、核兵器廃絶と平和を希求する強い意志を発信して、広
島市とともに世界中の都市の先頭に立ち、平和への願いを共有するすべての人と手を携え、国際世論を
形成していくことで世界平和に貢献します。

平成25年度の为な取組み

○被爆資料の保存・活用
　・城山小学校被爆校舎等に対する国の文化財登録の推進
　・米国国立公文書館の原爆資料の調査・収集
○平和メッセージの発信力を高めるための取組み
　・国際連合ウィーン事務所における被爆資料の常設展示
　・「NPT再検討会議準備委員会」での平和メッセージの発信
　・「第８回平和市長会議総会」参加者の長崎市への受入れ
　・英訳音声による平和祈念式典のインターネット動画配信
○平和ネットワークの構築
　・「第５回核兵器廃絶－地球市民集会ナガサキ」の支援
○平和に寄不する国際交流や活動の充実
　・ポルト市、ミデルブルフ市、ヴォスロール村との姉妹都市提携35周年記念事業の実施
　・ポルト市職員の協力交流研修員としての受入れ
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重点テーマ ３　地域経済の活力の創造

まちづくりの方針Ｃ 私たちは「活力に満ち、発展し続けるまち」をめざします

　常に世界や国内の動向を広く注視しながら、これまで長崎が築き、培ってきた技術や製品をもとに新
たな努力を重ね、長崎の産業や企業にしか提供できない価値を創造し、国内外のマーケットに満足と感
動を不え、信頼を得ることができる地場産業が育つまちをめざします。
   そうなることで、市民がやりがいのある働く場に恵まれ、仕事を通じて安定した暮らしを維持できる
ような、経済・産業活動が活発に展開されているまちの実現をめざします。

平成25年度の为な取組み

○地場企業の競争力強化
　・地場企業の経営力強化と人材育成
　・長崎港の競争力強化と活性化
○地場産品の販路開拓
　・地場産品の掘り起こしと商品力強化の推進
　・テレビ・ラジオによる農水産物ＰＲの強化
　・「キトラス」を拠点とした福岡地区での販路拡大
　・アジアに向けた販路開拓
○外貨獲得と域内経済の好循環を支える商業の強化
　・商業者の人材育成
　・商店街の活性化計画実施の支援と環境整備支援
　・長崎市中央卸売市場の経営展望の具体化
○企業立地の推進
　・県立長崎南商業高等学校跡地の整備と誘致推進
○新規雇用の創出
　・緊急雇用創出事業の推進
○農林水産業の育成と環境づくり
　・「なつたより」のブランド力強化
　・「人・農地プラン」の策定
　・「大中尾棚田トラスト制度」の確立
　・有害鳥獣の被害軽減の推進
　・長崎沿岸域の藻場再生の推進
　・技術習得研修の支援・充実
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○再生可能エネルギーへの転換の推進（ながさきソーラーネットプロジェクト）
　・大型太陽光発電設備（メガソーラー）の整備
　・公共施設の屋根貸しによる太陽光発電事業の実施
　・市民エネルギーファンドとの連携
○省エネルギーの推進
   ・街路灯のＬＥＤ灯への転換
○ごみの排出量の削減とリサイクルの推進
　・小型電子機器等の資源物としての回収可能性の検討
○廃棄物の適正処理
　・西工場建替事業への着手
○人と自然がふれあう場と機会の創出
　・黒崎永田湿地自然公園の整備
　・いこいの里の運営に関する仕組みづくり
○公共用水域の環境を良好に保つための取組み
　・下水道未整備地区の解消
　・下水道施設の長寿命化・丌明水対策の推進

重点テーマ ４　環境との調和

まちづくりの方針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

　地球市民として地球環境の保全に貢献し、潤いのある長崎を後世に引き継ぐため、自然との共生を図
りながら、環境負荷の尐ない循環型で低炭素な環境と調和のとれた持続可能なまちの実現に向けて取り
組みます。

平成25年度の为な取組み
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○都市の防災機能の向上
　・災害ハザードマップの作成
　・東望地区海岸保全事業の実施
　・避難所改修による機能充実
○市民の防災力の向上
　・自为防災組織への防災資機材の再支給
○消防体制の強化
　・北消防署神浦出張所建替事業の実施
　・消防救急無線のデジタル化整備事業の推進
　・消防団員による防火訪問の拡大
　・各種防火協力団体、自治会、消防団等による合同訓練の推進
○建築物の耐震化
　・市庁舎建替えに係る基本計画の策定
　・密集市街地における木造戸建住宅の除却工事に対する助成
　・緊急輸送道路沿道における民間建築物の耐震改修設計に対する助成
○安全安心な住環境づくりの推進
　・「住宅リフォーム緊急支援事業（ながさき住みよ家リフォーム補助）の継続
　・老朽危険空き家対策の強化
　・「長崎市住環境整備方針」の改訂
　・東長崎平間・東地区土地区画整理事業の推進
　・東長崎地区土地区画整理事業の廃止予定区域における幹線道路等の整備
　・大園団地Ⅱ期・香焼地区丹馬団地建替事業の実施
　・市営住宅の子育て世帯の優先入居の実施
○道路・交通の円滑化
　・補助幹線道路の整備
    （江平浜平線、中川鳴滝３号線、虹が丘町西町１号線、清水町白鳥町１号線等）
　・生活道路の整備
    （琴海戸根町２号線、通学路、狭あい箇所の拡幅）
　・「車みち」の整備
　・長崎自動車道、日見バイパスの４車線化に向けた要望
　・東長崎平間・東地区のスマートインターチェンジ設置可能性の調査検討
　・コミュニティバス等の今後のあり方に関する検討
○公園の再整備
　・世界新三大夜景認定に伴う稲佐山公園展望台への遊歩道整備、鍋冠山・立山公園展望台の改修
　　に係る基本設計の実施
　・金比羅公園の整備
　・「高齢者いきいき健康プログラム」に基づく健康遊具の設置
○安全・安心な水の安定供給
　・水道施設統合整備事業、高度浄水処理施設の整備
　・第10次配水施設整備事業の実施

まちづくりの方針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

　だれもが災害や犯罪などから生命や財産が脅かされることなく、安全で安心して暮らせるよう、防
災、防犯などの危機管理体制が整ったまちをめざします。
 　また、地域ごとに都市機能が適正に集約され、市中心部と道路や公共交通機関、情報などのネット
ワークで結ばれた、全体として効率的で生活しやすい快適なまちをめざします。併せて、人と環境にや
さしい住環境、安全で快適な道路、利用しやすい公共交通機関などが整ったまちをめざします。

平成25年度の为な取組み

重点テーマ ５　安全・安心で快適な暮らしの実現
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まちづくりの方針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 

重点テーマ ６　ともに支え合い、いきいきと暮らせる地域社会の実現

　人の尊厳が守られ、人と人とが信頼し合い、固い絆でつながり続けることで、それぞれの立場を越え
て支え合うまちをめざします。
 　また、一人ひとりが個性を発揮して、社会とつながるとともに、元気で長生きできる社会基盤が整
い、だれもがいきいきと暮らせるまちをめざします。併せて、安心して子どもを生み育てられ、次代を
担う子どもたちが心身ともに健やかに育つことができる環境が整ったまちをめざします。

平成25年度の为な取組み

○高齢者の社会参加
　・生活・介護支援サポーター事業の拡大実施
　・地域支援ボランティアポイント制度の拡大実施
○介護福祉基盤の整備
　・野母崎診療所に併設する特別養護老人ホーム等の初期施設改修費用の補助
○障害者が地域で安心して暮らせる環境づくりの推進
　・授産製品の販売促進
　・心身障害者福祉医療費の支給対象の拡大
○失業者、低所得者の生活の安定
　・生活保護受給者への就労支援
　・生活保護受給者への社会的自立の支援
○被爆者が保健・医療・福祉サービスを受けやすい環境づくり
　・原爆症認定作業の迅速化の国への要望
　・台湾における在外被爆者への支援に向けた協議
○親育ちのための研修と啓発
　・ファシリテーター養成と「親育ち講座」の実施
　・「父親のための育児手帳」の作成・配布
　・上長崎地区子育て支援センター事業の実施
○保育ニーズの増加への対応
　・認定こども園への移行推進
　・認可外保育施設運営費助成施設の拡大
　・私立幼稚園預かり保育利用者への補助の増額
　・放課後児童クラブの整備
○健康づくり環境の充実
　・慢性腎臓病予防に向けた普及啓発
　・慢性腎臓病患者へ病診連携システムを活用した栄養指導
　・「長崎市禁煙支援ネットワーク」を活用した禁煙相談
　・国保被保険者を対象とした禁煙サポート
○歯科保健の推進
　・障害者・要介護者に対する歯科口腔保健の支援
　・むし歯予防のためのフッ化物の利用促進
○救急医療体制の充実
　・高規栺救急自動車の新規配置
　・スクール救命サポーターの育成
　・南部地区の救急拠点病院の運営費の補助
　・外海・野母崎・三和地区の救急医療体制の強化
○地域医療提供体制の充実
　・中・長期的な地域医療体制の構築に係る情報の分析
　・新市立病院建設の着実な推進
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　子どもたちの健康や調和のとれた人間性、確かな知識に裏付けされた創造力を育むとともに、市民一
人ひとりが生涯を通して学び合い、自分自身を見つめ直していくことで、心豊かに成長することができ
るまちをめざします。
   また、日本の近代化に大きく貢献してきた長崎独特の歴史や地域で育まれた文化を市民一人ひとりが
守るとともに、新たな文化を育てる、文化の薫り高いまちをめざします。

平成25年度の为な取組み

○確かな学力の向上
　・幼保小の連携強化の推進
　・ファミリープログラムの推進
　・「学力向上プラン」に基づく学力向上の推進
　・情報機器等を活用した授業の実施
○国際理解教育の推進
　・９年間を通した英語教育の実施及び外国語指導助手（ＡＬＴ）の増員
　・国際交流体験の充実
　・海外研修による青尐年リーダーの育成（子どもゆめ体験事業）
○教育環境の整備
　・小榊小学校の移転改築及び戸石小学校の増築
　・野母崎地区小中一貫教育校の建設及び東長崎中学校の改築
　・科学館プラネタリウム施設の全面改修
　・日吉青年の家を自然体験型宿泊施設として建て替えるための設計
○スポーツ及び芸術文化の推進
　・「長崎がんばらんば国体」と「長崎がんばらんば大会」の開催準備
　・「しおかぜ総文祭」及び「北部九州総体」の開催
　・市民参加型舞台公演の実施
　・「マダム・バタフライ」を活用した音楽文化活動の推進

まちづくりの方針Ｇ 私たちは「豊かな心を育むまち」をめざします

重点テーマ ７　　創造的で豊かな心の育成
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○まちづくりの仕組みづくり
　・（仮称）自治基本条例制定に向けた検討
○地域コミュニティの活性化
　・地域コミュニティ活性化事業の推進
○自治会の活性化
　・（仮称）自治会活動マニュアルの作成・配布
○支所・行政センターのあり方
　・「長崎市支所等あり方検討委員会」からの報告書に基づく新体制構築に向けた具体的な取組み
○しごと改革
　・仕事の実践力を高める仕組みの構築と改善が当たり前の職場風土づくりの推進
○長崎市行財政改革プランの推進
　・北部環境センターの廃止・土地開発公社の解散等による「量」の改革
　・汎用機廃止に伴う新システム導入に向けた事務見直し等による業務の「質」の向上
○公共施設マネジメントの推進
　・専任部署の新設と市有財産の効果的・効率的な活用の推進
○自为財源の確保
　・滞納処分の強化と新たな口座振替受付サービスの開始
　・新たに整備したマニュアルの活用による全庁的な未収金の縮減

重点テーマ ８　　多様な为体による地域経営

　希薄化している地域コミュニティの活性化を図るとともに、市民、企業、行政など、多様な为体が協
働するまちづくりを進めます。
   同時に、行政においては、成果重視の行政運営と効率化により、健全な財政基盤を確立することで、
将来にわたって持続可能な都市として自律的な地域経営を支えます。
   このように、市民、企業、行政などがお互いにつながりネットワーク化することで、新しい価値や仕
組みを創り出していくまちをめざします。

平成25年度の为な取組み

まちづくりの方針Ｈ 基本構想の推進（つながる＋創造する）
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９　出島表門橋架橋プロジェクト

10　しごと改革プロジェクト

政策監（専任）

11　地域振興プロジェクト

５　国際観光客誘致プロジェクト

経済局長兼政策監

６　長崎サミットプロジェクト

７　まちぶらプロジェクト

建設局長兼政策監 ８　都市再生プロジェクト

３　地域コミュニティのしくみづくりプロジェクト

市民局長兼政策監

４　長く元気で！プロジェクト

重点プロジェクト

基本構想・前期基本計画を推進するため、組織横断的な11の重点プロジェクトを定め、
４人の局長兼政策監と１人の専任政策監を配置し、スピーディーで着実な推進を図ること
としています。

１　行政サテライト機能再編成プロジェクト

総務局長兼政策監

２　市庁舎建設プロジェクト
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●

●

１　行政サテライト機能再編成プロジェクト

プロジェクト
の概要

市の方針の素案が完成した時点で、地域への説明を行い、素案に対する意見を聴
取します。

取組方針

地域の代表者や学識経験者などで構成される「長崎市支所等あり方検討委員会」
から提出された報告書の趣旨を踏まえ、次の視点から、本庁内の組織も含め、支
所・行政センターの大規模な再編に向けて具体的な取り組みを進めます。

【再編の視点】
① 市民にとって身近な業務は身近な場所で対応する
② 市民生活に密着した専門的な業務は集約して拠点で対応する
③ 本庁を中心に行っている業務を拠点へ分散する

長崎市では、周辺の町村との合併を重ねる中で、合併地区の住民の利便性を考慮
し、旧町村役場を支所・行政センターとして設置してきましたが、市民ニーズの多
様化、尐子高齢化の進行や情報化の進展、地域における住民のつながりが薄れつつ
あることなど、支所・行政センターを取り巻く環境は大きく変化し、その役割も変
化しています。

そこで、このプロジェクトでは、支所・行政センターと地域コミュニティとが連
携しながら、住民が住みなれた地域をより暮らしやすい場所とできるよう、行政サ
テライト機能の再編を推進していきます。

平成25年度の取組方針・主な取組み

主な取組み
市の方針の素案に、地域からの意見を取り入れた後、市民の意見を広く聴取する
ためにパブリックコメントを実施します。
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●

関連事業
新市庁舎建設推進費
（基本計画策定費）

6,704 千円

●

●

関連事業 市庁舎建設整備基金（新規積立分） 1,000,000 千円

平成25年度の取組方針・主な取組み

新市庁舎の建設に関する検討状況について、広報紙・市ホームページにより、市
民の皆様に随時お知らせします。

新市庁舎建設の財源として市庁舎建設整備基金への積み立てを行います。

２　市庁舎建設プロジェクト

プロジェクト
の概要

現在の市庁舎の課題である、施設の老朽化、狭隘化、窓口や執務室の分散、耐震
強度の丌足などの問題点の解決を、補強・改修により行うことは困難です。

これらの問題を解決するため、市庁舎を建替えることとし、これまでに市議会で
の市庁舎建設特別委員会や市庁舎建替に関する市民懇話会、更には市民アンケート
によりいただいた皆様からのご意見を踏まえて、平成25年1月に、「建設場所を公
会堂及び公会堂前公園敷地とすること」、「延床面積は4万5千～5万㎡程度を想定
し、建物は1棟を基本とすること」などを骨子とした新市庁舎整備に関する市の方針
を決定し、公表しました。

そこで、このプロジェクトでは、平成25年度から基本計画の策定に着手し、平成
31年度中の新市庁舎完成を目指します。

取組方針
市民の皆様の参加をいただきながら共に考え、新市庁舎建設基本計画を策定しま

す。

主な取組み

市民の皆様の参加をいただきながら共に考え、新市庁舎建設にあたり基本となる
考え方や、具体的な整備方針となる基本計画を策定します。
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●

●

①

②

③

関連事業 地域コミュニティ推進費 10,005 千円

平成25年度の取組方針・主な取組み

３　地域コミュニティのしくみづくりプロジェクト

プロジェクト
の概要

急速な尐子高齢化の進行、核家族化や一人暮らし世帯の増加など家族形態の変
化、価値観や生活スタイルの変化などに伴う無関心や個人主義の広まりなどによ
り、地域の一員であるという地域属性の意識や地域の連帯感が持ちにくい状況にあ
る一方で、東日本大震災以降、地域コミュニティの必要性は改めて認識されている
ところです。

そこで、このプロジェクトでは、地域の主体性、自立性を尊重した地域コミュニ
ティの活性化を推進するため、自治会を含む地域全体の力を集める新しいしくみづ
くりを積極的に支援していきます。

取組方針

地域の主要な団体等が集まる場（円卓会議）の開催を支援します。

円卓会議を開催したことにより、担い手の育成や地域課題の解決につながった地
域の事例を市民に広く紹介し、円卓会議の開催地域を増やします。

主な取組み

地域の主要な団体が集まる場の開催に向け、地域担当職員が地域に出向き、趣旨
を説明し、会議の開催を呼びかけるとともに、その地域の特性に合った会議の開
催方法や場の設定等の支援を行います。

地域の複数の団体が連携し、地域の様々な課題を解決するため、新規又は既存の
事業を増強して実施する事業に対し、補助金又は必要な物品の交付による支援を
行います。

平成24年度に設置した「地域コミュニティあり方委員会」について、地域活動に
対する支援のあり方などの検討を行うため、平成25年度以降も継続して開催しま
す。

地域コミュニティの活性化を推進します。
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①

②

●

関連事業 地域健康づくり推進費 2,053 千円

●

関連事業 公園等施設整備事業費 39,000 千円

●

生活・介護支援サポーター事業費 5,520 千円

公民館講座開設費 5,054 千円

団塊シニア世代セカンドデビュー応援費 1,420 千円

●

関連事業 地域支援ボランティアポイント事業費 3,165 千円

取組方針

主な取組み

平成25年度の取組方針・主な取組み

【健康な体をつくる】

地域における健康づくりの担い手である食生活改善推進員をはじめとした健康関
連ボランティア（健康づくり推進員）の活動を通して、連携・協働による地域で
の健康づくりの普及活動等に取り組みます。

健康遊具とウォーキングを組み合わせた「高齢者いきいきプログラム」に基づ
き、矢上団地近隣公園及び黒崎永田湿地自然公園等に健康遊具やウォーキング
コースを設置し、地域の健康づくりに取り組みます。

【心の充実】

高齢者の生活・介護支援サポーターの養成講座を大型公民館等で開催し、ボラン
ティアによる高齢者の支援の輪を広げます。団塊シニア世代の地域での活動を支
援し、社会貢献や生きがいづくりを支援します。

ボランティア活動を通じて積極的に地域(社会)に貢献することを奨励・支援し、
元気で生きがいを持って暮らすことのできる地域社会の実現を目指します。

関連事業

４　長く元気で！プロジェクト

プロジェクト
の概要

長崎市は超高齢社会を迎えています。現在、団塊の世代も65歳以上となりはじ
め、人口が減尐していく中、高齢者の人口は今後も増加していくことが予想されま
す。

そこで、このプロジェクトでは、超高齢社会においても、高齢者が健康で生きが
いをもって暮らしていける、新たなしくみづくりを進めていきます。

次の視点から、超高齢社会に対応した新たなしくみづくりを行っていきます。

【健康な体をつくる】
病気を患うことなく元気で暮らしていけるよう、健康寿命を延ばしていく取組み
を行う。

【心の充実】
生きがいをもって充実した生活が過ごせるよう、社会貢献などの活動に取り組め
るような支援を行う。
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●

●

①

②

③

関連事業 アジア・国際観光客誘致対策費 26,008 千円

平成25年度の取組方針・主な取組み

情報発信及び外国人観光客の受入体制の整備を行います。

長崎市の魅力を伝える誘致活動と併せて、ホームページ等のＩＣＴを活用した効
果的な情報発信や着地情報の充実を図ります。

ＣＩＱ機能の充実、外国人にとって魅力的な素材の紹介など、長崎での滞在時間
を長くし、消費につなげるための県や民間との取組みを強化します。

旅行に必要な実践的な情報提供、コミュニケーションの円滑化など、外国人観光
客の満足度を向上させるための取組みを強化します。

取組方針

主な取組み

市内外国人延宿泊者数を25万人にすることを目標に、「長崎市アジア・国際観光
戦略」に基づき、長崎観光の楽しみ方の効果的な情報発信及び外国人観光客の受
入体制の整備充実を図ります。

平成24年の長崎港への入港数が過去最高となった国際クルーズ客船の寄港数の拡
大につながるような取組みを進めます。
（平成24年国際クルーズ客船の乗客・乗務員数：120,741人）

５　国際観光客誘致プロジェクト（旧：上海航路プロジェクト）

プロジェクト
の概要

尐子化による修学旅行生の減尐など、国の人口そのものが減尐している中では、
長崎市が国内観光客数を拡大させていくことは難しくなっており、海外からの観光
客の誘致という視点が重要となっています。

そこで、このプロジェクトでは、中国・韓国等、主にアジア地域からの外国人観
光客の誘客を図るとともに、国際クルーズ客船などからの外国人観光客がもたらす
経済効果を最大限取り込むことで、まちの賑わいと経済活性化につなげることを目
指します。
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●

関連事業 ものづくり支援費 11,347 千円

●

関連事業 コンベンション施設整備推進費 8,000 千円

●

関連事業 アジア・国際観光客誘致対策費（再掲） 26,008 千円

●

関連事業 長崎水産練り製品ブランド化支援費 2,300 千円

● このほか、おもてなしの環境を向上させるため、公共空間の養子・里親制度によ
る環境美化活動（アダプトプログラム）の推進も呼びかけていきます。

主な取組み

６　長崎サミットプロジェクト

プロジェクト
の概要

地域経済の衰退に歯止めをかけるため、平成22年7月に経済４団体（長崎商工会
議所、長崎経済同友会、長崎県経営者協会、長崎青年会議所）を主体に、アドバイ
ザーとして長崎大学及びオブザーバーとして長崎県、長崎市を加えた産学官７団体
による「長崎都市経営戦略推進会議」が設置され、危機感の共有と、民間主導で行
う地域経済活性化への具体的な取り組み「長崎都市経営戦略推進プロジェクト」が
始まっています。また、プロジェクトを推進していくうえで、課題の共有やトップ
ダウンによるプロジェクトの早期実現を図るため、産学官７団体の長からなる「長
崎サミット」が開催されています。

このプロジェクトでは、経済波及効果が大きい「基幹製造業」、「観光」、「水
産業」、「教育（大学）」の４分野における重点推進項目を選定し、９つのワーキ
ングチームにより、具体的なアクションプランの策定と実現に向けた取組みを行い
ます。

取組方針

主要４分野（基幹製造業、観光、水産業、教育（大学））での生産や雇用の誘発
等の効果を高めるため、長崎都市経営戦略推進会議及び長崎サミットと連携を図
り、民間が主体となって行う事業を積極的に支援するとともに、長崎市が主体で行
う事業においても産学官の連携を強め、より効果的な事業となるように取組みを進
めます。

平成25年度の取組方針・主な取組み

造船造機技術研修センター等が行う人材育成研修への支援や、長崎県が実施する
客船建造のための技術者養成研修と連携した支援を継続し、中小企業の技術力や
競争力の強化を図ります。

コンベンション施設の整備に向けた検討を進めます。

外国人観光客を増加させることを目的とした受入体制の整備及び誘致活動を進め
ます。

長崎の水産練り製品のブランド化を進めて、売上増や域外域内への販路拡大等に
よって、経済の活性化を図ります。
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●

関連事業 コンベンション施設整備推進費（再掲） 8,000 千円

※注

　ＭＩＣＥ…多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの総称で、以下のものをいう。

①企業等が行う会議（Meeting　ミーティング）

②企業等が行う報奨・研修旅行（Incentive Travel　インセンティブトラベル）

③国際機関・団体、または学会等が行う会議（Convention　コンベンション）

④展示会・見本市、イベント（Exhibition、Event　エキシビジョン、イベント）

コンベンション施設整備可能性調査の結果を精査のうえ、長崎サミット内での認
識共有を図りながら、平成25年度に施設整備の方向性（整備の可否）を明確にしま
す。

平成25年度の取組方針・主な取組み

主な取組み

土地所有者をはじめとした関係者と協議・調整を実施し、民設の可能性をより詳
細に検証するとともに、当該用地に係る鑑定評価を実施します。

６　長崎サミットプロジェクト【MICE施設の設置】

プロジェクト
の概要

コンベンションをはじめとするＭＩＣＥ（※注）の開催は、宿泊や飲食、運輸業
など多岐にわたる分野で大きな経済波及効果をもたらすとともに、都市の知名度や
魅力向上に寄不するものです。

しかしながら、長崎市におけるＭＩＣＥの開催件数は、現状、頭打ち状態にあり
〔年間1,000件程度〕、また、医療・平和・国際・造船・水産・観光という長崎の強
みがありながら、医療分野以外は活かしきれていない状況です 〔医療分野以外の学
会・総会等会議があまり活発に開催されていない〕。

長崎市にはＭＩＣＥ専用施設がなく、また、それに対応するホテルも十分でない
ことから、分散会場での開催となることや、また、展示会場がないこと等も、ＭＩ
ＣＥ誘致の妨げの一因となっております。

そうした中、「人が集まりモノが動く活力あふれる経済基盤を備えた都市」を目
指す長崎サミットの共同声明が出され、産学官一体で本格的なＭＩＣＥ施設の設置
を検討することとしました。

そこで、このプロジェクトでは、国際観光文化都市「長崎」に相応しいＭＩＣＥ
機能を再度検証し、それに見合う施設の設置について、施設整備から管理・運営・
誘致に至るまで、民間活力を生かした事業形態を、産学官一体となって検討してい
ます。

取組方針
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●

地方特定道路整備事業費
（中通り線）

58,000 千円

都市計画街路整備事業費
（片淵町松ヶ枝町線：新大工工区）

5,000 千円

●

道路新設改良事業費
（浜町伊良林1号線）

25,000 千円

道路新設改良事業費
（浜町古川町１号線）

25,000 千円

道路新設改良事業費
（魚の町諏訪町1号線）

17,000 千円

公衆便所整備事業費
（魚の町（市民会館裏）公衆便所）

10,000 千円

まちなか再生推進費（まちなみ整備助成金） 10,000 千円

まちなか再生推進費（まちあかり：寺の魅力発信） 340 千円

文化財保存整備事業費
（県指定有形文化財中島聖堂遺構大学門）

6,000 千円

文化財保存整備事業費補助金
（県指定史跡花月）

3,255 千円

≪エリアのまちづくり≫

新大工エリアで「商店街・市場を中心としたふだん着のまちづくり」に取り組み
ます。

中島川・寺町・丸山エリアで「和のたたずまいと賑わいの粋なまちづくり」に取
り組みます。

関連事業

関連事業

主な取組み

７　まちぶらプロジェクト（旧：まちなかの魅力≪見える化≫プロジェクト）

プロジェクト
の概要

歴史的な文化や伝統を色濃く残し、様々な都市機能が集積している「まちなか」
においては、尐子化、高齢化により都市の活力の低下が予測されていることから、
魅力の強化が必要になってきているところです。

そこで、このプロジェクトでは、まちなかの回遊性を促し賑わいの創出を図るた
め、新大工から浜町、大浦に至るまちなか軸の、軸線上の各エリアの魅力を高める
面のまちづくりと、この面を連動させる軸づくりを進め、まちなかの魅力を具体的
に見えるようにしていきます。

取組方針

まちぶらプロジェクトにおける各エリアの方針のもと、地元との調整を図りなが
ら、町家の保存活用やししとき川沿いの道路整備、銅座川プロムナードの整備、ば
らチャレンジなどの事業を実施し、各エリアの個性や魅力を顕在化するため、プロ
ジェクトの具体化に着手します。

平成25年度の取組方針・主な取組み
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●

商店街賑わい整備事業費補助金
（防犯カメラ改修：長崎浜市観光通商店街）

4,000 千円

商店街賑わい整備事業費補助金
（アーチ改修：長崎築町商店会）

2,800 千円

アジア・国際観光客誘致対策費（再掲） 4,331 千円

まちなか音楽会開催費 2,316 千円

都市計画街路整備事業費
（銅座地区）

25,000 千円

●

都市計画街路整備事業費
（新地町稲田町線）

148,600 千円

地方特定道路整備事業費
（新地町稲田町線）

40,000 千円

道路新設改良事業費
（籠町稲田町１号線：電線類地中化）

62,500 千円

歴史的地区環境整備事業費
（唐人屋敷顕在化）

87,100 千円

地方道路等整備事業費
（出島町籠町1号線）

10,000 千円

文化財保存整備事業費補助金
（市指定有形福建会館：正門・天后堂）

400 千円

唐人屋敷まちなみ整備助成金 5,000 千円

●

地方特定道路整備事業費
（片淵町松ヶ枝町線：大浦工区）

10,000 千円

拠点地域再生事業費
（单大浦地区）

11,200 千円

文化財保存整備事業費
（国指定重要文化財旧香港上海銀行長崎支店）

21,000 千円

国指定重要文化財旧グラバー住宅等保存活用計画策定
費

6,258 千円

文化財保存整備事業費補助金
（伝統的建造物群保存地区）

11,637 千円

東山手・单山手地区魅力向上検討費 1,500 千円

ばらチャレンジ事業費 3,000 千円

道路新設改良事業費
（松が枝町3号線）

10,000 千円

観光施設整備事業費
（孫文・梅屋庄吉等常設展示整備）

55,000 千円

グラバー園施設整備事業費 277,300 千円

館内・新地エリアで「中国文化に触れ、食を楽しむまちづくり」に取り組みま
す。

関連事業

東山手・单山手エリアで「異国情緒あふれる国際交流のまちづくり」に取り組み
ます。

関連事業

浜町・銅座エリアで「長崎文化を体感し、発信する賑わいのまちづくり」に取り
組みます。なお、エリア内の銅座地区においては、地区の防災性を向上させると
ともに、地域の魅力を高めるため、銅座川プロムナードの整備に向けた調査を実
施します。

関連事業

主な取組み
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●

歴史文化基本構想策定費 7,917 千円

まちなか商業人材サポート事業費 6,000 千円

まちなか再生推進費（まちなみルールづくり事業） 2,000 千円

都市計画推進事業費
（まちなか再生賑わい整備）

5,000 千円

まちなか再生推進費（まちぶらプロジェクト推進事
業）

6,000 千円

●

まちなか再生推進費（地域まちづくり活動事業） 1,000 千円

まちなか再生推進費（まちなか賑わいづくり活動支援
事業）

2,144 千円

まちなか魅力新発見事業費 800 千円

≪軸づくり≫

「まちなか軸」を基軸として、各エリア間の回遊性を高める環境の整備を行いま
す。また、長崎駅周辺や松が枝周辺等の周辺施設との連携軸の整備により「まち
なか」への誘導を図ります。

関連事業

≪地域力によるまちづくり≫

地域や市民自らが企業や行政、ＮＰＯ等の多様な組織と連携を図りながら、まち
を守り、育て、創るために行動し、その集積がまちなかを支えるような地域力や
市民力を結集する取り組みを行います。

関連事業

主な取組み
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●

●

●

●

●

関連事業
都市下水路整備事業費
（岩原都市下水路）

8,400 千円

●

関連事業
土地区画整理事業費
（長崎駅周辺地区）

585,500 千円

●

関連事業 九州新幹線西九州ルート建設事業費負担金 4,700 千円

主な取組み

まちなかエリア、中央エリアの整備計画作成に際しては、パブリックコメントを
実施し、市民の意見をお聞きします。

市道大黒町筑後町１号線（ホテルニュー長崎前の旭大橋東口交差点から長崎中央
郵便局までの間の道路）拡幅の都市計画決定を行い、整備の準備を進めます。

岩原都市下水路沿いの環境改善のため、護岸及び水路の詳細設計に着手します。

長崎駅周辺土地区画整理事業などを着実に推進します。

九州新幹線西九州ルート建設事業、連続立体交差事業など主要プロジェクトの促
進を図ります。

８　都市再生プロジェクト

プロジェクト
の概要

長崎市の未来につながる魅力あるまちづくりを戦略的・総合的に推進していくう
えで、新幹線整備を契機とした長崎駅周辺の再整備、松が枝地区の国際観光船埠頭
の整備など、中心部で計画され進められている各種事業や将来求められる新たな事
業などを、「まちの活性化につなげていく」ことが重要になってきています。

そこで、このプロジェクトでは、長崎市中央部・臨海地域における交流人口を拡
大させるため、中心部を松が枝周辺エリア、長崎駅周辺エリア、まちなかエリア、
中央エリアの４つのエリアで捉え、長崎県と連携し、各エリアの整備計画の策定及
び事業化に取り組み、都市の魅力の強化、回遊性の充実、国際ゲートウェイ機能の
再構築を行っていきます。

まちなかエリア、中央エリアの整備計画を策定し、中心部の整備ビジョンを示す
ことで市民の理解を高めるとともに、民間事業者による開発機運を誘導します。

長崎市が主体となる事業を着実に進め、長崎駅周辺を陸の玄関口にふさわしい土
地利用形態へと転換を進めます。

平成25年度の取組方針・主な取組み

取組方針
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●

●
主な取組み

関係権利者との交渉等を引続き進めます。

９　出島表門橋架橋プロジェクト

プロジェクト
の概要

出島表門橋の架橋により、江戸町側から当時と同じように橋を渡って出島に足を
踏み入れ、復元した街並みを見ることができ、海に浮かんでいた19世紀初頭の出島
を実感できるようになります。

そこで、このプロジェクトでは、関係権利者との交渉等を進め、平成26年度まで
に工事に着手し、乙名詰所など出島中央部6棟の復元完成時期に合わせ、平成28年
度までの完成を目指します。

取組方針
関係権利者との交渉等を引続き進め、平成26年度の工事着手に向け、課題解決を

目指します。

平成25年度の取組方針・主な取組み

旧出島橋の歴史的考証を行います。
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●

関連事業
研修所研修費
（行政経営システム運営支援事業）

5,771 千円

●

関連事業
研修所研修費
（市役所はってん機構（職員提案制度）の見直し）

115 千円

主な取組み

組織目標の設定や組織目標に基づいた仕事の実践力を高める仕組みを構築しま
す。

全ての所属が業務改善に積極的に取り組む機運を高めるとともに、職員が提案し
やすい環境を整備します。

10　しごと改革プロジェクト

プロジェクト
の概要

市民ニーズが多様化・高度化するなか、効率的かつ効果的な行政サービスが求め
られています。また、市民の皆さんと協働してまちづくりを進めていくためには、
信頼される市役所でなくてはなりません。

そこで、このプロジェクトでは、職員が常に市民起点でしごとに取り組み、成果
をあげられる市役所になることを目指し、市民満足度の向上につながるしごと改革
を推進していきます。そのためには、「自ら考え、自ら発信し、自ら行動する自立
型」へ転換し、また「市民や企業等と連携する協働型」、「今の時代に合わせた仕
組みやルールを作りだす創造型」をプラスして仕事に取り組む職員の意識を醸成し
ていきます。併せて全庁的な事務の効率化や改善活動の推進などに取り組んでいき
ます。

取組方針

　しごとの仕方を具体的に変えていくため、次の取り組みを全部局で行います。

① 組織目標の共有化を図り、その達成に向け意欲的に実践する職場風土づくり
② 改善が当たり前の職場風土づくり

平成25年度の取組方針・主な取組み

23



●

●

●

関連事業
離島・過疎地域振興対策事業費
（伊王島地区活性化交流拠点施設）

20,000 千円


●

関連事業 虹色のまちづくり推進事業費 8,582 千円

主な取組み
地域おこし協力隊と住民との連携を推進するとともに、合併地区が持つ個性や魅
力を生かした取組みを行います。

11　地域振興プロジェクト

プロジェクト
の概要

市町村合併後、合併地区においては行政機能の集約化による人口減尐はあったもの
の、長崎市都心部のベッドタウン的な地区にあっては人口減尐傾向も逓減している状
況です。

一方、離島や過疎地域においては引き続き人口減尐と高齢化が進行し、従来からの
課題であった雇用の場の確保と定住人口の拡大に加え、コミュニティの維持・地域の
活力の低下が課題となっています。

そこで、このプロジェクトでは、合併時に策定した市町村建設計画を補完する地域
振興計画を地域住民とともに策定し、地域の個性を生かした地域振興策を推進しま
す。

地域振興計画の早期事業化に努めます。

住民の参画をさらに促し、住民と協働で地域の個性を生かしたまちづくりを推進
します。

伊王島地区における特産品の加工所・体験室・情報交流スペース等の施設整備を
行い、活性化を進めます。

平成25年度の取組方針・主な取組み

取組方針
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

E1 拡大
災害対策活動費
（避難所環境改善改修）

防災危機管理室 28,000 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

E1 拡大
自主防災組織活動費
（自主防災組織防災用品再助成）

防災危機管理室 18,060 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

主な取組み
・自主防災組織の老朽化した防災資機材の再助成を行い、さらに、活動事例の紹介や防災訓練
の指導などにより自主防災組織の活性化を図る。

予算化する
主な事業

予算額

平成25年度 各部局等の重点的取組み

防災危機管理室

重点化方針
(目指すべき目標)

自助・共助・公助の連携による地域防災力の向上

重点的施策
(戦　略)

自主防災組織の結成促進及び活性化

重点的施策
(戦　略)

自主避難を促すための避難施設の確保と機能の向上

主な取組み ・ 指定避難所における、住環境を向上させるための整備を行う。

予算化する
主な事業

予算額
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

H1 新規 自治基本条例検討費 総合企画室 766 千円

H2 継続 提案型協働事業推進費 市民協働推進室 433 千円

H3 新規
政策推進費
（基本計画策定に伴う市民意識調査）

総合企画室 2,073 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

A1 継続 「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」登録推進費 世界遺産推進室 24,534 千円

A1 継続 「九州・山口の近代化産業遺産群」登録推進費 世界遺産推進室 40,134 千円

A1 継続 長崎市史刊行費 市史編さん室 52,187 千円

主な取組み

・総合計画、政策評価、予算編成を連動させた施策推進体系の確立
・戦略的施策推進のための人口分析
・テーマ型事業見直しや負担金・補助金の見直し、公債費負担の適正化、及び自主財源確保
・「協働クロストーーク」開催、庁内協働推進体制充実、自治基本条例の検討

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

歴史的価値の発信
　・世界遺産登録の推進と情報発信
　・新長崎市史刊行事業の推進

平成25年度 各部局等の重点的取組み

企画財政部

重点化方針
(目指すべき目標)

施策推進基盤を整え、重点施策の見える化を促進

重点的施策
(戦　略)

施策推進基盤の整備
　・施策推進体系の確立
　・持続可能な財政基盤の確立
　・住民自治の推進に向けた職員・市民の意識醸成

主な取組み

・「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」
　（気運醸成のための市民との協働、整備活用、周知啓発）
・「九州・山口の近代化産業遺産群」
　（国へ推薦書原案の提出、整備活用、周知啓発）
・新長崎市史全4巻の刊行、普及版及び年表作成準備

予算化する
主な事業

予算額

26



基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

A2 新規
離島・過疎地域振興対策事業費
（伊王島地区活性化交流拠点施設）

伊王島行政センター 20,000 千円

A2 継続 虹色のまちづくり推進事業費 地域振興課 8,582 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

主な取組み
・地域振興計画等の具体化及び取組状況の地域への周知
・定住自立圏構想の検討

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

 広域連携による活性化
　・合併地域振興策の見える化
　・隣接自治体との連携による定住促進
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

H3 継続 基幹業務系システム整備費 情報システム課 297,819 千円

H3 継続 基幹業務系システム運営費 情報システム課 72,868 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

H3 継続 職員安全衛生管理費 人事課 49,292 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

平成25年度 各部局等の重点的取組み

主な取組み

・窓口の利便性の向上や定型的業務の委託等の推進
・支所・行政センターの新体制構築に向けた具体的な取組み
・ 「長崎市外郭団体等経営検討委員会」の提言書に基づく、外郭団体等に対する支援の見直し
・ 標準化された技術仕様及び業務仕様による業務システムの導入と業務間連携の推進

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

職員の活力を引き出す環境整備

総務部

重点化方針
(目指すべき目標)

市民に信頼される市役所づくり

重点的施策
(戦　略)

長崎市行財政改革プランの着実な実施（質の改革を中心に）

主な取組み
・職員の適正配置と計画的な職員採用
・発揮した能力・挙げた業績に基づく新たな評価制度の構築
・メンタルヘルス丌調の未然防止対策の強化

予算化する
主な事業

予算額
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

H3 継続 公共施設マネジメント推進事業 財産活用課 － 千円

H3 継続
収入増対策事業
（公募型自動販売機設置、遊休地の売却促進）

財産活用課 － 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

H3 拡大
固定資産評価費
（航空写真による家屋の経年異動判読業務）

資産税課 2,000 千円

H3 拡大
口座振替等取扱事務費
（ペイジー口座振替受付サービス）

収納課 4,940 千円

H3 継続 全庁的な債権管理の取組強化 収納課 － 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

H3 継続 入札・契約制度適正化推進費 契約検査課 38,472 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

理財部

重点化方針
(目指すべき目標)

１ 自主財源の一層の確保に努め、健全な財政基盤を確立する。
２ 公共工事の適正な施工を確保し、良質な社会資本の整備を図る。

重点的施策
(戦　略)

市有財産の効果的・効率的活用の推進

平成25年度 各部局等の重点的取組み

主な取組み
・税務調査の強化
・現年分の徴収向上と差押え等滞納処分の強化
・債権管理の強化

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

公共工事等の品質及び適正な履行の確保

主な取組み
・長崎市公共施設マネジメントの推進
・市有財産を活用した収入増対策（自動販売機設置における競争入札の拡大、遊休地の売却促
進）

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

課税客体の完全捕捉と債権回収の向上・強化

主な取組み
・入札参加者評価基準の改善
・コンサル評定基準の策定

予算化する
主な事業

予算額
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

H1 拡大
まちづくり活動推進費
（（仮称）自治会活動マニュアル）

自治振興課 500 千円

H1 継続 地域づくり担い手育成費 自治振興課 425 千円

H1 継続
まちづくり活動推進費
（いきいき地域サポーター）

自治振興課 75 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

G3 継続 ジュニアスポーツ競技力向上対策費補助金 スポーツ振興課 24,946 千円

G3 継続 大会競技用設備整備事業費 スポーツ振興課 13,000 千円

G3 継続 社会体育行事開催費 スポーツ振興課 23,662 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

市民生活部

重点化方針
(目指すべき目標)

市民の暮らしを快適なものとするため、課題解決に取り組む。

重点的施策
(戦　略)

自治会への情報提供と支援の強化

平成25年度 各部局等の重点的取組み

主な取組み

・競技力向上対策及びスポーツ普及指導のための補助を行う。
・市民の健康づくりや元気な高齢者を増やすための施策との連動を図るとともに、スポーツ推
進委員協議会を始めとする関係団体との連携により、生涯スポーツ推進のためのきっかけづく
りを行う。

予算化する
主な事業

予算額

主な取組み

・自治会活動の先進事例やサポーター制度、助成制度など自治会活性化の手助けとなる情報を
まとめた冊子を作成し全自治会に配布するとともに、地域コミュニティ推進室の動きと連動し
ながら、地域への働きかけを行う。
・地域づくり担い手育成講座のこれまでの受講者へのステップアップ講座の開催とサポーター
制度への登録を推進する。

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

国体に向けた競技力の向上と生涯スポーツの振興
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

G3 臨時 平成25年度全国高等学校総合体育大会開催費負担金
総務企画課
競技運営課

23,946 千円

G3 臨時 長崎がんばらんば国体長崎市実行委員会負担金
総務企画課
競技運営課

345,031 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

平成25年度 各部局等の重点的取組み

主な取組み

(１)すべての高校生が輝き、鮮やかな思い出として残る「北部九州総体（平成25年度全国高等
　　学校総合体育大会）」の開催
　・選手が持てる力を発揮できる、円滑で効率的な大会運営の実施
　・高校生活動推進委員会との連携（広報啓発活動、歓迎装飾等）

(２)競技別リハーサル大会（１０競技１１大会）の開催
　・簡素ななかにも、創意工夫をこらしたぬくもりのある大会運営の実施
　・市民との協働による歓迎、おもてなし活動の推進
　・競技会場の仮設物、競技用具の整備

(３)「長崎がんばらんば国体（第69回国民体育大会）」、「長崎がんばらんば大会（第14回
　　全国障害者スポーツ大会）」の開催準備
  【長崎がんばらんば国体】
　・広報啓発活動の推進、競技普及啓発活動
　・関連事業及び推進事業の検討・実施
   ・炬火イベント、文化プログラムの検討・実施
  【長崎がんばらんば大会】
　・競技会実施本部員編成計画、業務必携の作成
　・長崎県が作成する各種計画等への協力

予算化する
主な事業

予算額

国体推進部

重点化方針
(目指すべき目標)

すべての人々の記憶に残る魅力ある大会を開催し、スポーツを通じ
た人づくり・まちづくりにつなげる。

重点的施策
(戦　略)

１ 市民協働による大会
２ もてなしの心による大会
３ 選手が持てる力を発揮できる大会
４ 競技力の向上と生涯スポーツの振興につなげる大会
５ 長崎市の魅力を発信する大会
６ 平和の尊さ、すばらしさを伝える大会
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

B1 新規 米国国立公文書館原爆資料調査費 被爆継承課 6,863 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

B1 新規 長崎原爆遺跡環境整備費 被爆継承課 1,406 千円

B3 新規

・ヒロシマ・ナガサキ平和アピール推進委員会負担金
 （国連ウィーン事務所での被爆資料常設展示開設）
・保存整備活動費
 （国連ウィーン事務所での被爆資料常設展示開設）

被爆継承課 2,770 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

B3 臨時 第５回核兵器廃絶－地球市民集会ナガサキ開催費負担金 平和推進課 8,000 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

平成25年度 各部局等の重点的取組み

主な取組み ・新たな原爆資料収集の計画策定及び事前調査の実施

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

被爆体験の継承と平和意識の高揚

原爆被爆対策部

重点化方針
(目指すべき目標)

被爆の実相を次の世代に継承し長崎から平和を強く発信する

重点的施策
(戦　略)

原爆資料館の展示・施策の充実

主な取組み ・核兵器廃絶地球市民集会ナガサキ開催に向けた支援

予算化する
主な事業

予算額

主な取組み
・被爆遺構の文化財登録に向けた推進及び見学環境の充実
・広島市と共同し国連関係機関に被爆資料の常設展示を開設

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

ＮＧＯ等との連携による平和アピールの発信強化
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

F2 拡大
生活・介護支援サポーター事業費
（施設・在宅支援ボランティア養成事業委託の実施）

高齢者すこやか支援課 3,240 千円

F2 拡大
地域活動支援事業費
（施設・在宅支援ボランティアを対象としたボランティアポ
イント事業の実施）

高齢者すこやか支援課 1,185 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

F6 拡大
生活保護受給者就労支援費
（民間企業と連携した就労支援）

生活福祉２課 47,000 千円

F6 新規 生活保護受給者社会的自立支援費 生活福祉２課 2,735 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

F3 継続
障害者就労支援費
（授産製品販売促進費）

障害福祉課 12,702 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

平成25年度 各部局等の重点的取組み

主な取組み
・施設ボランティア及び地域における在宅支援ボランティアの養成
・地域支援ボランティアポイント制度に施設ボランティア及び地域における在宅支援ボラン
ティア活動の導入

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

生活保護受給者の自立を促す

福祉部

重点化方針
(目指すべき目標)

地域で生きがいをもって暮らせる

重点的施策
(戦　略)

高齢者の社会参加を促す

主な取組み
・障害者優先調達推進法の施行を踏まえ、授産製品販売促進事業「はあと屋」における更なる
販路拡大や販売促進、安定した供給体制の確立
・心身障害者福祉医療費の支給対象拡大

予算化する
主な事業

予算額

主な取組み
・民間企業と連携した就業訓練や求人開拓による生活保護受給者への就労支援
・生活保護受給者への社会的自立支援

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

障害者の暮らしを支える
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

F7 拡大
生活習慣病予防対策費
（野菜摂取強化事業）

健康づくり課 － 千円

F7 拡大
生活習慣病予防対策費
（運動推進事業）

健康づくり課 － 千円

F7 新規 慢性腎臓病（CKD）予防啓発費 健康づくり課 1,945 千円

F7 拡大
生活習慣病予防対策費
（糖尿病・慢性腎臓病予防対策の推進）

健康づくり課 3,266 千円

F7 新規 禁煙サポート事業費 国民健康保険課 595 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

F2 新規
高齢者福祉施設整備事業費補助金
（特別養護老人ホーム等（野母崎地区））

地域医療室 20,000 千円

F9 新規 地域医療情報分析費 地域医療室 7,350 千円

F9 新規 南部地区救急拠点病院運営費補助金 地域医療室 21,098 千円

F9 継続 救急医療協力病院運営費補助金 地域保健課 5,400 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

平成25年度 各部局等の重点的取組み

主な取組み

・「健康長崎市民21」の重点取組を推進する。
・市民協働による糖尿病・慢性腎臓病(CKD)の普及啓発、病診連携及び訪問指導を拡充する。
・禁煙支援ネットワークを活用した禁煙相談、指導の実施及び企業団体との連携による受動喫
煙防止対策を推進する。

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

地域別の医療体制の構築

市民健康部

重点化方針
(目指すべき目標)

市民がいつまでも健康で安心して暮らせるまちを目指します

重点的施策
(戦　略)

生活習慣病の予防

主な取組み

・中長期的な医療需要予測など、持続可能な医療体制を確保していくための基礎資料となる統
計等の情報収集を行う。
・医療機関が集中している中央部においては、今後の人口動態を見据えた病院間の機能分化や
集約化について、各医療機関の取組みを側面から支援する。
・旧合併地区については限られた医療資源を維持していくとともに、地域の基幹病院を中心と
した介護・福祉を含めた連携体制を構築していく。

予算額

予算化する
主な事業
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

F4 新規 父親のための育児手帳作成費 こども健康課 945 千円

F4 拡大
親育ち学びあい事業費
(ファシリテ－ターの養成および講座の実施)

子育て支援課 1,465 千円

F4 拡大
子育て支援センター運営費
(上長崎地区子育て支援センターの運営費補助金等)

子育て支援課 4,424 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

F4 拡大
児童福祉施設整備事業費補助金(認定こども園)
(実施予定園数の増)

幼児課 10,000 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

F4 拡大
認可外保育施設運営費補助金
(待機児童解消「先取り」プロジェクト事業の対象施設の増)

幼児課 55,980 千円

F4 拡大
私立幼稚園預かり保育促進費補助金
(補助月額上限の増)

幼児課 1,313 千円

F4 拡大
放課後児童健全育成費
（新設する放課後児童クラブの運営費補助金の増等）

こどもみらい課 30,201 千円

F4 継続
児童福祉施設整備事業費
(放課後児童クラブ)

こどもみらい課 65,600 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

こども部

重点化方針
(目指すべき目標)

子どもが健やかに育つ土壌を豊かにする

重点的施策
(戦　略)

乳幼児の育ちとその親育ちの支援の充実

平成25年度 各部局等の重点的取組み

予算化する
主な事業

予算額

主な取組み 社会経済・家庩環境の変化に伴う保育ニーズの増加への対応を行う。

予算化する
主な事業

予算額

主な取組み 親育ちのための研修と啓発を行う。

予算化する
主な事業

予算額

主な取組み 乳幼児の育ちや親の育ちを支援する施設を整備する。
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

D1 新規 メガソーラー事業費 環境保全課 9,000 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

D2 継続 環境啓発推進費 廃棄物対策課 6,929 千円

D2 継続 生ごみ減量推進費 廃棄物対策課 2,332 千円

D2 拡大
資源物回収支援費
（廃食用油集団回収モデル事業）

廃棄物対策課 94 千円

D2 新規
資源物拠点回収モデル事業費
（廃食用油、生ごみ、古布及び小型家電を資源物として拠点
回収）

廃棄物対策課 144 千円

E8 継続 市民協働環境美化推進費 廃棄物対策課 3,063 千円

主な取組み 公共施設への再生可能エネルギーの導入の促進

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

ごみの減量・リサイクルの促進等による循環型社会の形成の推進

平成25年度 各部局等の重点的取組み

環境部

重点化方針
(目指すべき目標)

環境負荷の尐ない持続可能な魅力ある敀郷を次の世代へ引き継ぐ

重点的施策
(戦　略)

再生可能エネルギーの導入促進等による低炭素社会の実現

主な取組み
・生ごみの減量及び古紙の分別収集の推進
・最終処分場の延命化
・ボランティア清掃の積極的支援など市民協働による環境美化の推進

予算化する
主な事業

予算額
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

D5 継続 地球温暖化対策市民運動推進費 環境保全課 12,684 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

主な取組み
・「ながさきエコライフ」の浸透と定着に向けたイベント等の内容の充実及び「ながさきエコ
ネット」の拡大
・産学官民協働による環境教育・学習の推進

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

市民の環境意識の高揚及び全市的な環境行動の実践
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

C1 継続
産業育成支援費
（経営人材育成セミナー）

産業雇用政策課 4,339 千円

C1 継続 ものづくり支援費 産業雇用政策課 10,847 千円

C1 拡大 ものづくり支援費(若年者等技能向上奨励金） 産業雇用政策課 500 千円

C3 継続 産学連携・創業支援費 産業雇用政策課 17,666 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

C2 新規 地場産品ブラッシュアップ事業費 商業振興課 1,390 千円

C2 継続 長崎水産練り製品ブランド化支援費 商業振興課 2,300 千円

C5 継続 佐世保・雲仙・長崎アンテナショップ協議会負担金 商業振興課 19,400 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

C4 新規 まちなか商業人材サポート事業費 商業振興課 6,000 千円

平成25年度 各部局等の重点的取組み

主な取組み
・経営力・現場力を高める人材育成事業
・基幹製造業（造船業）の支援
・大学との連携による新規事業・創業支援

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

２　域外市場への販路開拓

商工部

重点化方針
(目指すべき目標)

外貨の獲得と域内経済の好循環により、雇用の拡大と所得の向上を図る

重点的施策
(戦　略)

１　地場企業の競争力強化

主な取組み ・新たな顧客獲得や経営力強化による中心商店街の活性化支援

予算化する
主な事業

予算額

主な取組み
・新たな「販売強化商品」の発掘、調査、販売支援
・アンテナショップ等を活用した特産品の販路拡大

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

３　外貨獲得と域内経済の好循環を支える商業の強化
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

C3 拡大
企業誘致推進費
(企業立地候補地調査）

産業雇用政策課 9,000 千円

C3 継続
企業立地用地整備事業費
（長崎南商業高校跡地）

産業雇用政策課 140,000 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

重点的施策
(戦　略)

４　企業立地の推進

主な取組み
・企業立地の受け皿となる企業立地適地の整備
・長崎県と連携した企業誘致活動

予算化する
主な事業

予算額
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

A1 新規 歴史文化基本構想策定費 文化財課 7,917 千円

A1 新規 国指定重要文化財旧グラバー住宅等保存活用計画策定費 文化財課 6,258 千円

A1 継続 東山手・南山手地区魅力向上検討費 文化財課 1,500 千円

A1 新規 心田庪運営費 文化財課 10,466 千円

A1
創造・
挑戦枞

出島運営費
（フジテレビとのコラボによる出島タイムトリップビュープ
ロジェクト、長崎の夜・感激（観劇）の出島事業）

出島復元整備室 6,299 千円

A1 継続
出島復元整備事業費（遺構調査）
（第２ステップ≪第Ⅲ、Ⅳ期事業≫の完了）

出島復元整備室 19,836 千円

A1 新規
出島復元整備事業費（建造物復元実施・展示設計）
（第Ⅲ期事業実施設計及び展示設計）

出島復元整備室 21,000 千円

A1 継続
出島使用料
（市民力によるイベント等、魅力アップと増収、入場料のク
レジットカードや電子マネー対応によるサービス向上）

出島復元整備室 － 千円

A4 新規
観光施設整備事業費
（孫文・梅屋庄吉等常設展示整備）

観光推進課 55,000 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

A4 新規
観光施設整備事業費
（観光施設ライトアップ設備整備）

観光推進課 20,000 千円

A4 継続 観光イルミネーション事業費 観光推進課 4,000 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

A4
創造・
挑戦枞

長崎さるく運営費補助金
（長崎さるくキャンペーン分）

観光政策課 10,000 千円

文化観光部

重点化方針
(目指すべき目標)

長崎オリジンの観光資源を活かした都市観光及びＭＩＣＥ事業の推進と的確かつ
効果的な情報発信により交流人口の拡大に努め、観光消費額の増加を目指す

重点的施策
(戦　略)

１  都市観光の推進

平成25年度 各部局等の重点的取組み

予算化する
主な事業

予算額

主な取組み ・夜景観光を振興するため、視点場やアクセスの見直し、充実を図る。

予算化する
主な事業

予算額

主な取組み
・一般社団法人長崎国際観光コンベンション協会と連携し、長崎さるくのさらなる進化を図
る。（※「長崎さるくキャンペーン」の展開）

主な取組み ・出島をはじめとした歴史的遺産（文化財等）の魅力向上を図る。

予算額

予算化する
主な事業
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

A4 新規 おもてなし推進事業費 観光政策課 1,884 千円

A4 新規 バリアフリー観光推進費 観光政策課 2,567 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

G4 新規 マダムバタフライフェスティバル開催費負担金 文化振興課 4,000 千円

G4 継続 音楽の魅力発信事業費 文化振興課 7,989 千円

G4 拡大
市民参加型舞台公演開催費
（大ホールで行う舞台公演制作）

文化振興課 12,636 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

A3 新規 コンベンション施設整備推進費 観光政策課 8,000 千円

A3 継続 コンベンション開催費補助金 観光政策課 15,575 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

A4 拡大
観光動向調査費
（夜景観光に係る動向調査を追加実施する）

観光政策課 775 千円

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

２  ＭＩＣＥ事業の振興

主な取組み ・ＭＩＣＥ事業の振興を図り、参加者の回遊性を高める仕組みを構築する。

主な取組み
・官民の連携を促進し、「おもてなし」など受入態勢の強化を図り、まずは来年に控える長崎
国体に向けて、態勢を整える。

予算化する
主な事業

予算額

主な取組み
・文化芸術事業の観光施設での展開など魅力発信を図り、また文化芸術振興のための環境の拡
充に努める。

予算化する
主な事業

予算額

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

３  観光動向に対応した適切な魅力情報発信

主な取組み
・観光動向をはじめとする観光統計の検証、分析を行い、それをフィードバックさせながら、
ターゲットの明確化、交通事業者・旅行代理店等との適切な連携方策など観光施策を検討す
る。
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

A4 継続 宣伝活動費 観光推進課 50,000 千円

A4 継続 観光情報発信事業費 観光推進課 4,800 千円

A4 継続 国内観光客誘致対策費 観光推進課 12,266 千円

A4 新規 交通事業者連携事業費 観光推進課 6,900 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

主な取組み
・庁内横断的に観光（に活用しうる）情報の収集、宣伝戦略の構築、情報発信などが一元的に
実施することができるような仕組みの構築を検討する。

予算化する
主な事業

予算額
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

C6 新規 人・農地プラン策定費 農業振興課 6,000 千円

C6
創造・
挑戦枞

大中尾棚田協働支援事業費補助金 農業振興課 500 千円

C6 継続
農業振興施設整備事業費補助金
（担い手農家支援施設（リースハウス））

農業振興課 33,516 千円

C7 継続 水産業協業化推進費 水産振興課 1,950 千円

C7 継続 新規漁業就業促進費 水産振興課 8,630 千円

C7 継続 貝類養殖技術開発費 水産センター 5,868 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

C5 新規 ながさきの「食」情報発信事業費 ながさきの食推進室 8,105 千円

C5 継続 ながさきの「食」夢市場運動推進費 ながさきの食推進室 6,812 千円

C5 継続 ながさきの「食」推進費 ながさきの食推進室 7,389 千円

C7 継続 長崎おさかな食べようプロジェクト事業費 水産振興課 2,225 千円

主な取組み

・地域単位の農業経営組織の育成に向けた地域農業の設計図「人・農地プラン」の策定
・「大中尾棚田トラスト制度」の確立による担い手確保の仕組みづくり支援
・協業による定置網漁業及び海藻養殖などを行うグループ支援
・ 漁業への新規就業者の確保と円滑な着業を図るため、技術習得支援、新規着業者フォロー
アップ、就業確保支援
・沿岸漁業者の複合経営による所得向上を図るため、イワガキなど新しい養殖用貝類の生産技
術開発推進

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

生産から販売までが一体となった取組みによる販売力の強化

平成25年度 各部局等の重点的取組み

水産農林部

重点化方針
(目指すべき目標)

自立できる農林水産業の育成と環境づくり

重点的施策
(戦　略)

地域の核となる経営力の高い担い手の育成

主な取組み

・農水産物等の新たな販路開拓・消費拡大に向けたテレビ・ラジオによる広告宣伝PR強化
・生産者と消費者、生産者と流通業者とのコーディネートの構築、地元農水産物の市内外での
消費拡大
・「魚のまち長崎」の情報発信や魚食普及の促進

予算化する
主な事業

予算額
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

C6
創造・
挑戦枞

有害鳥獣対策モデル事業費 農業振興課 13,700 千円

C6 新規 長崎びわ災害リスク管理支援費補助金 農業振興課 761 千円

C7
創造・
挑戦枞

よみがえる海の森づくりモデル事業費 水産振興課 15,000 千円

C7 継続
水産物供給基盤機能保全事業費
（漁港施設機能保全）

水産振興課 12,500 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

D4
創造・
挑戦枞

いこいの里市民協働型運営モデル事業費 農林整備課 8,000 千円

D4 継続
いこいの里施設整備事業費
（いこいの里整備事業費）

農林整備課 626,800 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

主な取組み
・有害鳥獣防止柵の設置整備強化と民間業者の参入を図る新たな有害鳥獣防止対策組織の育成
・日本一のびわ産地育成のため風寒害によるビワ農家の果樹共済保険負担の軽減支援
・藻場の消失防御、回復に向けた防護ネット設置による実証実験

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

いこいの里における食農教育の場の創出

重点的施策
(戦　略)

安心して農水産業を営む環境づくり

主な取組み ・市民等の参画による新たな運営方式の仕組みづくりの構築準備

予算化する
主な事業

予算額
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

E1 新規 災害ハザードマップ作成費 河川課 7,000 千円

E1 継続
自然災害防止事業費
（急傾斜地崩壊対策（船石地区ほか））

河川課 71,000 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

E7 継続
道路新設改良事業費等
（江平浜平線）

道路建設課 153,000 千円

E7 継続
道路新設改良事業費
（中川鳴滝３号線）

道路建設課 53,000 千円

E7 継続
道路新設改良事業費
（虹が丘町西町１号線）

道路建設課 121,000 千円

E7 継続
道路新設改良事業費等
（相川町四杖町１号線）

道路建設課 257,900 千円

E7 継続
道路新設改良事業費等
（清水町白鳥町１号線）

道路建設課 253,000 千円

E7 継続
地方特定道路整備事業費
（土井首町磯道町線）

道路建設課 70,000 千円

E8 新規
道路新設改良事業費
（琴海戸根町２号線）

道路建設課 25,000 千円

E8 継続
道路新設改良事業費
（松山町大橋町線：電線類地中化）

道路維持課 232,000 千円

E8 継続
道路新設改良事業費等
（通学路の整備）

道路維持課 100,000 千円

E8 新規
道路新設改良事業費
（車みち整備事業費）

道路建設課 20,000 千円

土木部

重点化方針
(目指すべき目標)

災害に強く、人が安全・安心、快適に暮らせるための
道路、公園、河川の整備を進める。

重点的施策
(戦　略)

災害に強いまちづくり

平成25年度 各部局等の重点的取組み

主な取組み
・補助幹線道路（重点６路線）の整備
・安全な通学路の確保（歩道等の整備、路側帯のカラー化）
・生活道路（車みち）の整備

予算化する
主な事業

予算額

主な取組み
・防災情報の提供（災害ハザードマップの作成等）
・急傾斜地崩壊対策事業の推進（地元負担の軽減）

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

安全な道づくり
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

E8 新規
公園等施設整備事業
（金比羅公園）

みどりの課 8,000 千円

E8 新規
公園等施設整備事業費
（矢上団地近隣公園ほか：健康遊具設置）

みどりの課 31,000 千円

E8 新規
公園施設整備事業費
（稲佐山公園遊歩道：夜景観光整備）

みどりの課 10,000 千円

E8 新規
公園施設整備事業費
（鍋冠山公園展望台ほか：夜景観光整備）

みどりの課 3,000 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

D1 新規
街路灯整備事業費
（ＬＥＤ街路灯）

道路維持課 156,000 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

重点的施策
(戦　略)

市民に親しまれる公園づくりと「世界新三大夜景」認定を契機とした公園整備

主な取組み ・街路灯のＬＥＤ化

予算化する
主な事業

予算額

主な取組み
・金比羅公園の整備
・健康遊具の設置
・夜景鑑賞ができる視点場の整備

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

街路灯のＬＥＤ化
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

A3 継続
土地区画整理事業費
（長崎駅周辺地区）

長崎駅周辺整備室 585,500 千円

A3 継続 九州新幹線西九州ルート建設事業費負担金 長崎駅周辺整備室 4,700 千円

A2 継続
景観推進費
（ながさきデザイン会議）

まちづくり推進室 2,436 千円

A2 継続
景観推進費
（まちなみ修景計画策定）

まちづくり推進室 1,000 千円

A2 継続
歴史的地区環境整備事業費
（唐人屋敷顕在化）

まちづくり推進室 87,100 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

E7 継続 コミュニティバス運行費 交通企画課 74,989 千円

E7 継続 離島航路維持対策費 交通企画課 122,939 千円

E5 継続 斜面市街地再生事業費 まちづくり推進室 455,100 千円

E5 継続 老朽危険空き家対策費 まちづくり推進室 22,200 千円

E5 継続 東長崎平間・東地区土地区画整理事業費
東長崎土地区
画整理事務所

1,056,000 千円

E5 継続 東長崎地区都市基盤施設整備事業費
東長崎土地区
画整理事務所

208,000 千円

E7 新規 東長崎平間・東地区スマートＩＣ検討調査費 交通企画課 6,500 千円

E7 継続
街路事業費
（新地町稲田町線ほか6路線）

交通企画課 680,200 千円

平成25年度 各部局等の重点的取組み

主な取組み

・長崎駅周辺の再整備
・松が枝国際埠頭の整備
・まちなか再生
・公共空間の魅力向上

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

公共交通の利便性の向上や良好な市街地形成等を進め、市民が安全快適で暮らしやすさ
を実感できるまちをつくる

都市計画部

重点化方針
(目指すべき目標)

新幹線が開業する10年後に向けて、市民がにぎわいや暮らしやすさ
を実感し、継続・発展できる、まとまりの良い都市づくり

重点的施策
(戦　略)

国内外交流に対応できる基盤施設や、公共空間の整備を関係部局と連携して進め、にぎ
わいを創出するまちをつくる

主な取組み

・公共交通の利便性・快適性の向上
・良好な市街地作成
・公共空間の魅力向上【再掲】
・良好な道路ネットワークの形成

予算化する
主な事業

予算額
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

E5 新規 国土基本図作成費 都市計画課 50,000 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

主な取組み

・都市の現状、都市化の動向の把握
・都市計画の実現
・良好な市街地形成【再掲】
・良好な道路ネットワークの形成【再掲】

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

効率的で機能的なまとまりの良い都市づくり（ｺﾝﾊﾟｸﾄｼﾃｨ化）を進め、活力の維持・増
進が図れる都市をつくる
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

E6 継続 子育て世帯の市営住宅への優先入居の実施 住宅課 － 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

E6 継続
公営住宅建設事業費
（大園団地Ⅱ期、丹馬団地）

住宅課 1,410,000 千円

E6 継続
既設公営住宅改善事業費
（茂木団地ほか）

住宅課 214,000 千円

E6 継続
市営住宅除却費
（池島第２団地ほか）

住宅課 30,000 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

E6 継続
住宅リフォーム緊急支援費
（ながさき住みよ家リフォーム補助金）

住宅課 140,000 千円

E6 継続
民間住宅対策費
（管理啓発費）

住宅課 432 千円

平成25年度 各部局等の重点的取組み

主な取組み ・子育て世帯に対する市営住宅への優先入居を実施し、子育て世帯の支援の充実を図る。

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

市営住宅の適正な配置と整備（建替、改善）の実施

建築部

重点化方針
(目指すべき目標)

安全・安心な居住環境をつくる

重点的施策
(戦　略)

子育て世帯の市営住宅への優先入居の実施

主な取組み

・リフォームによる民間住宅のストック活用及び質の向上・長寿命化を推進するとともに、経
済の活性化を図る。
・マンション入居者や管理組合関係者等を対象にセミナーの開催や相談の充実など啓発事業等
を継続的に行う。

予算化する
主な事業

予算額

主な取組み

・建替えによる市営住宅の居住環境及び周辺環境の改善を計画的に実施する。
（大園団地Ⅱ期）（丹馬団地）
・市営住宅における風呂釜未設置住戸の改善等を実施する。
・建替え計画を見直すなど、市営住宅の適正な配置に努める。
・合併地区における市営住宅（池島等）の集約化を行い、丌要となった老朽住宅の除却を行
う。

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

民間住宅関連施策の推進
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

E6 拡大
安全・安心住まいづくり支援費
（除却工事費に係る助成）

建築指導課 1,500 千円

E6 拡大
民間建築物耐震化推進費補助金
（緊急輸送道路沿道における民間建築物の耐震改修設計費に
係る助成）

建築指導課 4,000 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

E6 継続 老朽危険空き家除却費補助金 建築指導課 10,000 千円

E6 拡大
建築指導行政費
（緊急安全代行措置委託料)

建築指導課 1,000 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

重点的施策
(戦　略)

住宅・建築物の耐震化の推進

主な取組み
・空き家等適正管理条例に基づく指導及び除却費に対する補助により、老朽危険空き家の除却
等の改善を推進する。

予算化する
主な事業

予算額

主な取組み
・耐震基準を満たしていない市有建築物・民間特定建築物・木造戸建住宅について、計画的に
耐震化を推進する。

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

老朽危険空き家の除却等の改善
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

E2 拡大
火災予防費（非常備消防費）
（消防団員による一般家庩の防火訪問）

消防局予防課 1,710 千円

E2 継続
火災予防費（常備消防費）
（防火・防災に関する講話の推進）

消防局予防課 － 千円

E2 継続 初期消火体制整備費 消防局警防課 3,061 千円

E2 継続
消防施設整備事業費
（消防団栺納庨（第15分団）建設事業）

消防局総務課 28,000 千円

E2 継続
消防施設整備事業費
(消防出張所(神浦出張所・第59分団3･4部合築)建設事業)

消防局総務課 134,200 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

E2 継続 住宅用火災警報器設置指導の強化 消防局予防課 － 千円

E2 継続 各種事業所に対する防火指導の推進 消防局予防課 － 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

E2 継続
火災予防費（非常備消防費）
（関係団体の合同による防火・防災訓練の実施）

消防局予防課 17,442 千円

E2 継続
婦人防火クラブ等育成費
（新規クラブの結成促進）

消防局予防課 226 千円

平成25年度 各部局等の重点的取組み

主な取組み
・消防団員による一般家庩等の防火訪問を実施する。
・市民を対象とした防火・防災に関する講話を積極的に行う。
・車両の進入が困難な地域等へ初期消火用具を整備する。

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

住宅防火対策の推進

消防局

重点化方針
(目指すべき目標)

市民とともに、自助、共助による安全・安心なまちづくりをめざす

重点的施策
(戦　略)

地域住民の防火・防災意識の高揚

主な取組み
・地域ごとに防火協力団体・自治会・消防団・消防隊による合同訓練を実施する。
・防火協力団体の新規結成を推進する。

予算化する
主な事業

予算額

主な取組み
・住宅用火災警報器の設置指導の徹底を図る。
・建築物の管理者や各種事業所に対する防火指導の徹底を行う。

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

防火協力団体の活性化
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

F9 拡大
消防車両等整備事業費
（高規栺救急自動車（飽の浦出張所・神浦出張所））

消防局警防課 65,000 千円

F9 継続
救急業務費
（普通救命講習・救急講習の実施）

消防局警防課 － 千円

F9 継続
火災予防費（非常備消防費）
（消防団員に対する普通救命講習の実施）

消防局予防課
消防局警防課

1,368 千円

F9 拡大
救急業務費
（市内全中学校に対するスクール救命サポーター育成事業の
実施）

消防局警防課 237 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

重点的施策
(戦　略)

救命率の向上

主な取組み
・高規栺救急自動車の新規配備を行う。
・救急協力者（バイスタンダー）養成を目的とした救急講習を積極的に行う。
・救急サポートステーション施設の登録拡大に努める。

予算化する
主な事業

予算額
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

D3 継続 長寿命化・丌明水対策事業
事業管理課
下水道建設課

368,953 千円

D3 継続 耐震化事業（下水道） 事業管理課 24,700 千円

E9 新規 第10次配水施設整備事業 水道建設課 1,800,000 千円

E9 継続 耐震化事業（水道）
事業管理課
給水課,浄水課

215,190 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

D3 継続 下水道未整備地区の面整備 下水道建設課 2,258,300 千円

上下水道局

重点化方針
(目指すべき目標)

１　公共用水域の環境保全と快適な生活環境を確保するため、下水
　道未整備地区の解消、施設の長寿命化、耐震化を推進する。
２　安全で安定した水の供給、合理的かつ効率的な事業運営を図る
　ため、老朽管の布設替、施設の統廃合、耐震化を推進する。
３　安全でおいしい水道水を供給するため、高度浄水処理施設等の
　充実を図る。

重点的施策
(戦　略)

上下水道施設の機能強化

平成25年度 各部局等の重点的取組み

主な取組み ・下水道未整備地区の公道上の整備を平成25年度までに概ね完了する。

予算化する
主な事業

予算額

主な取組み

・下水道施設の長寿命化対策により、事敀を未然に防止し、ライフサイクルコストの最小化を
図る。
・第10次配水施設整備事業（平成25～29年度）により、事敀を未然に防止する。
・上下水道施設の耐震化を推進する。

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

下水道未整備地区の解消
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

E9 継続 水道施設統合整備事業
事業管理課
水道建設課

1,593,989 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

E9 新規 手熊浄水場活性炭接触槽築造工事(平成25～26年度） 浄水課 90,000 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

重点的施策
(戦　略)

合併地区水道施設の統廃合

主な取組み ・手熊浄水場を平成27年度までに高度浄水処理施設にする。

予算化する
主な事業

予算額

主な取組み ・合併地区の水道施設を平成27年度までに統廃合する。

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

高度浄水施設の充実
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

G1 継続 特別支援教育充実費 教育研究所 115,636 千円

G1 継続 丌登校対策費 教育研究所 21,543 千円

G1 拡大
学力向上推進費
（標準学力テスト）

学校教育課 4,688 千円

G1 継続 学校図書館司書配置費 学校教育課 45,660 千円

G1 拡大
幼保小連携推進費
（リーフレット等の作成・配布）

学校教育課 364 千円

G1 拡大
保健体育総務費事務費
（冊子「あじさいスタンダード～体力つくり編～」）

健康教育課 282 千円

G1 継続
給食施設費
（米飯給食の充実）

健康教育課 17,211 千円

基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

G1 拡大
教材整備費
（デジタル教科書購入費）

教育研究所 8,200 千円

G1 継続
学力向上推進費
（情報機器活用推進事業）

教育研究所 100 千円

G1 継続 平和教育指導費 学校教育課 1,364 千円

G1 拡大
国際理解教育推進費
（ＡＬＴの増員（26人→32人））

学校教育課 22,406 千円

平成25年度 各部局等の重点的取組み

主な取組み

・授業づくりの基礎基本である「あじさいスタンダード」の活用・実践
・小中9年間を見通した「あじさいスタンダード～体力つくり編～」の作成
・特別な教育的支援を要する児童生徒への対応充実
・学校図書館司書のスキルアップと調べ学習の推進
・学校給食の充実と食育の推進
・幼保小の連携強化
・ＰＴＡ組織との連携強化

予算化する
主な事業

予算額

重点的施策
(戦　略)

時代の流れや長崎市の特性を踏まえた進むべき方向性への対応
　・国際理解教育
　・平和教育
　・ＩＣＴ教育

教育委員会

重点化方針
(目指すべき目標)

１　学校・家庩・地域がそれぞれの教育効果を発揮し、「知・徳・
   体」のバランスのとれた生きる力を育む

重点的施策
(戦　略)

生きる力「知・徳・体」のアンバランス化や二極化への対応
　・基礎学力の定着
　・基本的生活習慣の定着
　・健康な体づくり

主な取組み

・長崎市独自のモデルカリキュラムに沿った国際理解教育の推進
・ＡＬＴを増員し、平成２６年度までに原則として中学校区に１人配置を目指す
・被爆体験を継承し、平和の大切さを発信できる子どもの育成
・授業におけるＩＣＴの活用促進

予算化する
主な事業

予算額
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基本施策 予算区分 事　　業　　名 担当所属名

G2 継続 家庩教育充実費 生涯学習課 1,386 千円

G2 継続
耐震化推進事業費
（三和公民館）

中央公民館 4,700 千円

G2 新規
公民館整備事業費
（黒崎地区公民館）

中央公民館 13,000 千円

G2 継続
科学館施設整備事業費
（プラネタリウム改修ほか）

生涯学習課 400,410 千円

G2 継続 自然体験型宿泊研修施設整備事業 日吉青年の家 38,000 千円

G1 継続 はじめまして絵本事業費 市立図書館 2,544 千円

G2 継続 図書館を使った調べる学習コンクール開催費 市立図書館 50 千円

※予算額については、記載した事業（拡大事業の場合は拡大部分）に係る額のみを記載しています。

重点的施策
(戦　略)

生涯を通じて地域でいきいきと暮らせる環境づくり
　・学習の場の確保
　・学習機会の確保

主な取組み

・市民の「集いの場」及び避難所となる公民館の整備
・家庩の教育力向上のため、保護者に対するファミリープログラムを活用した講座の充実
・乳幼児をもつ親を対象に、読み語り講座や絵本コンサート等の実施
・日吉青年の家を自然体験型宿泊研修施設として整備

予算化する
主な事業

予算額

重点化方針
(目指すべき目標)

２　住み慣れた地域でいきいきと元気で生きがいを持って暮らす
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