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まちぶらプロジェクト
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、少子化・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。

プロジェクト
の概要

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。

何を（対象）
目的
（ゴール）

まちなか

どういう状態にしたいのか（意図）

まちなかの魅力の顕在化と賑わいの再生が図られている。

● 具体的な取組み例
・「長崎市中心市街地活性化基本計画」の内閣総理大臣の認定取得
・まちなみ整備助成(33棟)、公共トイレや回遊路の整備、唐人屋敷顕在化事業、歳
時の顕在化、商業振興の取組み支援など
・銅座川プロムナードの整備に向けた調整、路地の魅力向上など
・新大工町地区及び浜町地区における市街地再開発事業の推進
・にぎわい活動支援事業(24件)
・まちぶらプロジェクト認定事業(47件)
・民間のトイレ開放や観光案内所開設への支援

これまでの
成果

これまでの
課題

●主な成果
・まちなみ整備助成や歳時の取組みにより、和のまちなみ形成が図られるととも
に、伝統文化に対する市民の参画や関心が高まった。
・和の魅力の顕在化のための各種取組みの実施により、民間の自発的な町家風建物
への改修や約30件程度の新規出店店舗がみられるようになった。
・路地整備を契機として、地域や店舗が主体となった路地の魅力づくりに向けた機
運が高まっている。
・市街地再開発事業における事業実現に向けた技術的助言や関係機関との調整など
の支援により、新大工町地区では本組合が設立され、事業が本格的に動き出すと
ともに、浜町地区では合意形成に向けた取組みが進んでいる。
・大門、誘導門、まちづくり情報センターなどの整備により、中国文化や海外との
交流の歴史の認知度が高まっている。
・道路整備や公共トイレの改修、民間トイレの開放、誘導案内板の整備などによ
り、快適にまち歩きができる環境の一部が整った。
・「まちぶらプロジェクト認定制度」など市民や企業等が主体となった取組みへの
支援により、まちなかの賑わいづくりの当事者としての意識醸成が図られ、活動
が活発化している。
● 継続してエリアの魅力づくりを行うとともに、これまでに高めてきた魅力の活用
を図りながら、賑わいを創出することが必要である。
● 各エリアや主要施設間をつなぎ、回遊性を高める仕組みづくりが必要である。
● 市民と一体となって進めるため、まちぶらプロジェクト認定制度等により、より
一層市民や企業の取組みを促す仕組みづくりが必要である。

平成30年度の取組方針・主な取組み

取組方針

●
●
●
●
●

各エリアの魅力の顕在化を継続して進めます。
長崎駅からまちなかをつなぐ動線の魅力向上に取り組みます。
周辺地域の魅力をまちなかで発信します。
回遊性を高める情報発信の強化を図ります。
各種取組みを地域力を活用して進めます。

≪エリアの魅力づくり≫
● 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。

関連事業

市街地再開発事業費
（新大工町地区）

859,600 千円

市街地再開発事業費
（新大工歩道橋）

38,000 千円

都市計画街路整備事業費
（片淵線：新大工工区）

106,650 千円

まちなか再生推進費
（新大工エリアたまり場整備）

1,170 千円
計

1,005,420 千円

● 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。
まちなか再生推進費
（まちなみ整備助成金）

主な取組み

関連事業

10,000 千円

観光振興対策費
（中島川周辺活性化事業費）

2,084 千円

花のあるまちづくり事業費
（あじさいチャレンジ）

1,100 千円

まちなか再生推進費
（中島川・寺町エリア案内板等整備）

1,560 千円

景観対策費
（長崎市景観形成助成金：料亭春海）

1,000 千円

景観まちづくり刷新事業費
（まちなか地区：出来大工町桶屋町線ほか）

55,700 千円
計

71,444 千円

● 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を実施します。
都市計画街路整備事業費
（銅座町松が枝町線：銅座工区）

420,450 千円

河川等整備事業費
（銅座川）

4,800 千円

まちなか再生推進費
（銅座エリア路地顕在化）
関連事業

270 千円

Nagasakiまちなか文化祭開催費

3,370 千円

外国人観光客おもてなし施設運営費（再掲）

11,529 千円

景観まちづくり刷新事業費
（まちなか地区：本石灰町1号線ほか）

24,300 千円
計

464,719 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。
都市計画街路整備事業費
（新地町稲田町線）

126,200 千円

歴史的地区環境整備事業費
（唐人屋敷顕在化）

85,600 千円

歴史的地区環境整備費
（唐人屋敷まちなみ整備助成金）

関連事業

2,000 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）

83,000 千円

文化財保存整備事業費補助金
（各種文化財：市指定有形文化財福建会館）

27,696 千円

まちなか再生推進費
（唐人屋敷地区情報マップ作成）

650 千円

公園再整備事業費
（立山公園ほか：十人町公園）

10,000 千円

景観まちづくり刷新事業費
（唐人屋敷地区）

12,000 千円
計

347,146 千円

● 東山手・南山手エリアで「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。
主な取組み

関連事業

都市計画街路整備事業費
（銅座町松が枝町線：大浦工区）

19,700 千円

斜面市街地再生事業費
（南大浦地区：南大浦地区拠点地域再生事業）

46,700 千円

文化財保存整備事業費
（国指定重要文化財旧長崎英国領事館）

450,000 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：活水学院本館、マリア
園）

432,746 千円

文化財保存整備事業費補助金
（国宝大浦天主堂）（再掲）

3,402 千円

まちなか再生推進費
（東山手・南山手眺望場等再整備）

1,350 千円

夜景観光推進費
（観光イルミネーション事業費）

16,049 千円

公民館施設整備事業費
（地区公民館：大浦地区公民館）

1,900 千円

文化財保存整備事業費
（国指定重要文化財旧グラバー住宅）（再掲）

43,300 千円

文化財保存整備事業費
（伝統的建造物群保存地区：南山手８番館）

8,000 千円

景観まちづくり刷新事業
（南山手地区）

20,000 千円
計

1,043,147 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

主な取組み

都市計画街路整備事業費
（大黒町恵美須町線）

15,000 千円

商業振興対策費
（商店街持続化推進費）

3,127 千円

商業振興対策費
（まちなか商店街誘客費補助金）（再掲）

5,000 千円

商業振興対策費
（商業活性化支援費補助金）

2,000 千円

まちなか再生推進費
（まちぶらプロジェクト映像作成）

3,000 千円

都市下水路整備事業費
（岩原都市下水路）

40,000 千円

景観まちづくり刷新事業費
（夜間景観整備実施設計）

53,700 千円

景観まちづくり刷新事業費
（夜間景観整備：平和公園エリア含む）

385,000 千円
計

506,827 千円

≪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組みを行います。

関連事業

関連事業

まちなか再生推進費
（まちなか賑わいづくり活動支援）

2,000 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
計

3,000 千円

事業費総額

3,441,703 千円

