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１

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定にあたって

(１)

基本姿勢

総合戦略の策定にあたっては、国の４つの基本目標である「地方にしごとをつくり、安心して働け
るようにする」、「地方への新しいひとの流れをつくる」、「若い世代の結婚・出産・子育ての希望をか
なえる」、「時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する」を踏
まえながら、全国の中でも個性を持った地域の独自性を打ち出していくことが、長崎に住む人々が、
長崎の未来に希望を持ち、個性豊かで潤いのある生活を送ることができる地域社会の形成につながる
ため、より地域の声、現場の声を踏まえる中で「強み」
「弱み」
「機会」
「脅威」などの実情を見つめ直
すことが必要不可欠です。
そのため、総合戦略の起草の段階から人口減少の分析方法や地方創生に向けての課題や対策など、
庁内に設置した「長崎市人口減少対策推進本部」
、市議会における「地方創生対策特別委員会」での議
論に加え、現場の実情に精通している産業界・教育機関・行政機関・金融機関・労働団体・メディア
のいわゆる「産・学・官・金・労・言」等の各団体や市民の皆様方に幅広くご参画いただき、ご意見
を賜りました。
この点を踏まえて、各々が当事者意識を持って、
「何ができるか」
、
「何か連携した取組みはできない
か」といった視点で、様々な知恵や新たな発想を出しあいながら、オール長崎市というスタンスで総
合戦略の策定を進めてきました。
このような経過を踏まえて、総合戦略においては、長崎市の強みである有形・無形の地域資源を活
かし、観光をはじめとした「人」の交流によって経済を活性化させるため、
「交流の産業化」をキーワ
ードに「人を呼ぶまち」から「人を呼んで栄えるまち」へという方向性を定め、特定戦略「『交流の産
業化』による長崎創生」の推進により地方創生の実現をめざしてまいります。
また、少子化と若年層の転出超過に起因する長崎市の人口減少対策にあたっては、
「結婚や出産を望
む市民の希望実現につながる環境をつくる」、「若者が長崎に定着できる環境をつくる」という視点の
もと、特定戦略の推進と連携させながら、基本戦略として「経済を強くし、雇用をつくる」、「新しい
ひとの流れをつくる」、「安心して子どもを生み育て、子どもが健やかに育つまちをつくる」、「将来を
見据えたまちの基盤としくみをつくる」という４つの基本目標を定めて、人口減少の克服をめざして
まいります。
この総合戦略の本格的実行を進めていくにあたっては、行政だけの取組みだけではなく、産・学・
官・金・労・言等の各団体や市民が当時者意識を持って、様々な知恵や新たな発想を積極的に取り入
れながら、施策や事業を戦略的かつ横断的に展開していくとともに、スピード感と柔軟性を持って、
総合戦略の着実な実施に取り組んでまいります。

総合戦略策定イメージ図
長崎市

「産」

（推進本部）

（産業界）

「学」

「言」
（メディア）

「労」

長崎市総合戦略

（教育機関）

「官」
（行政機関）

（労働団体）

「金」
市民・
議会
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（金融機関）

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略施策体系（2015～2019年度の５か年）

長

特定戦略：「交流の産業化」による長崎創生
「ながさき未来Ｄｅｊｉｍａ戦略～“人を呼ぶまち”から“人を呼んで栄えるまち”へ～」
長崎市が誇る有形・無形の地域資源に磨きをかけ、情報を国内外に発信して「人」の交流を生み出し、質の高いサービスを提供するための創業や
既存事業の拡充を図り、雇用創出と所得向上につなげる取組み。
その結果、市民が自らの個性や強みを活かせる新たな仕事を創出できる、選択できるまち長崎が実現することで地域資源がさらに磨かれ、交流の
拡充が図られるという好循環の確立をめざす。

施 策

１
２
３
４

顧客創造プロジェクト
価値創造プロジェクト
交流を支える都市の基盤整備
交流の産業化を進める体制づくり

基本戦略：人口減少克服

基本目標Ａ

【参考】

経済を強くし、雇用をつくる

国 まち・ひと・しごと創生総合戦略

施 策

基本目標Ｂ

施 策

１
２
３
４
５
６
７
８
９

地場産業（船）の強化
地場産業（食）の強化
農林水産業の活性化
商業を中心としたサービス業への支援
創業の支援
中小企業の経営基盤の強化
労働環境の改善
地元就職・定着に向けた取組み
企業誘致の推進

【基本目標①】
地方にしごとをつくり、安心して働けるようにする
【基本目標②】
地方への新しいひとの流れをつくる
【基本目標③】
若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる

【基本目標④】
時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守ると
ともに、地域と地域を連携する

新しいひとの流れをつくる
１
２
３
４
５

ＵＩＪターン者への雇用の確保
農林水産業への就業促進
住まいに関する支援
長崎で暮らす魅力の発信
長崎で学ぶ魅力の向上

県 まち・ひと・しごと創生総合戦略
基本目標Ｃ

施 策

安心して子どもを生み育て、子どもが健やかに育つまちをつくる
１
２
３
４

若い世代の経済的安定
結婚、妊娠、出産の支援
子育て環境の充実
学校教育の充実

【基本目標①】
しごとを創り、育てる
【基本目標②】
ひとを創り、活かす

【基本目標③】
まちを創り、支えあう
基本目標Ｄ

施 策

将来を見据えたまちの基盤としくみをつくる
１
２
３
４
５

ふるさと長崎を愛する心の醸成
地域コミュニティの活性化
コンパクトな都市づくりと周辺等の交通ネットワークの形成
将来に向けた公共施設等の見直し
広域連携の推進
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※長崎市版まち・ひと・しごと創生総合戦略は、上記、国・県の
総合戦略を勘案して策定するよう努めなければならない。（ま
ち・ひと・しごと創生法第１０条）

(２)

計画期間

平成２７（２０１５）年度から平成３１（２０１９）年度

(３)

[５ヶ年]

長崎市第四次総合計画との関係

長崎市第四次総合計画は、長崎市がめざす将来の都市像を掲げ、その実現に向けた基本的な姿勢
や道筋を明らかにした基本構想に基づき、長崎市が取り組む施策を、ＡからＨまでの８つのまちづ
くりの方針(Ｐ７、８参照)ごとに体系づけたもので、すべての市民にとって、まちづくりの共通の指
針となるものであり、また、長崎市が取り組むすべての施策の方向性を示すものです。
一方、総合戦略は、総合計画で定める施策のうち、人口減少克服と地方創生に主眼を置いた施策
の体系化を図るとともに、関連する施策を連携させながら、重点的に推進していくためのもので、
長崎市の実情を踏まえた将来の人口展望に基づく基本目標や方向性を示したうえで、長崎市の個性
や強みを活かした具体的な戦略を定めたものです。
特に、行政だけではなく、
「産・学・官・金・労・言」
（産業界、行政機関、教育機関、金融機関、
労働団体、メディア）等の関係団体と連携を図り、各々が持つ強みを活かすとともに、必要に応じ
て協働1することで、更に効果を高めていきます。

1

「協働」
：様々な地域課題の解決に、異なる組織が強い信頼関係のもと、それぞれの強みを発揮して、協力して取
り組むこと。
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空白ページ
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「第四次総合計画（後期基本計画）」 と

第四次総合計画

（平成23年度～32年度）

これからの長崎市がめざす都市像を掲げ、その実現に向けた基本的な姿勢や道筋を明らかにする基本構想と、こ
れに基づいて定める基本計画、実施計画と併せ、すべての市民にとって共通の指針となるもの。

基本構想（10年間：平成23年度～32年度）

将来の都市像

まちづくりの方針（８項目）

Ａ

個
性
輝
く
世
界
都
市

希
望
あ
ふ
れ
る
人
間
都
市

新
し
い
長
崎
へ

つ
な
が
り
と
創
造
で

後期基本計画の基本施策（４３項目）

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

Ｂ

私たちは「平和を願い、求め、
つくるまち」をめざします

Ｃ

私たちは 「活力に満ち、発展し続ける
まち」 をめざします

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

Ｅ

まちづくりの
基本姿勢

後期基本計画（５年間：平成28年度～32年度）

私たちは「安全・安心で快適に暮らせる
まち」 をめざします

A1
A2
A3
A4

歴史・文化遺産を守り、活かし、伝えます
まちなみ、自然を活かし、まちの質を高めます

B1
B2

被爆の実相を継承します
核兵器廃絶の世論を喚起し、平和な世界を創造します

C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7

交流を活かした地場企業の活性化と域内経済の循環を促します
域外経済への進出を加速します
地場企業の経営資源を強化します
新しい企業・新しい産業を創造し育成します
農林業に新しい活力を生み出します
水産業で長崎の強みを活かします
地元農水産物を活かして食関連産業を活性化します

D1
D2
D3
D4
D5

持続可能な低炭素社会を実現します
循環型社会の形成を推進します
良好な生活環境を確保します
人と自然が共生する環境をつくります
環境行動を実践します

E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9

災害に強いまちづくりを進めます
消防体制を強化します
犯罪のない地域づくりを進めます
安心できる消費生活環境をつくります
暮らしやすいコンパクトな市街地を形成します
安全・安心な居住環境をつくります
道路・交通の円滑化を図ります
安全・安心で快適な公共空間をつくります
安全・安心な水を安定して供給します

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9

人権が尊重され、様々な分野で男女が参画する社会を実現します

交流のための都市機能を高め、交流を促進し、賑わいを創出します

国際性を豊かにします

高齢者が暮らしやすい地域づくりを進めます
障害者が暮らしやすいまちづくりを進めます
安心して子どもを生み育て、子どもの健やかな育ちを図ります
原爆被爆者の援護を充実します
暮らしのセーフティーネットを充実します
自らすすめる健康づくりを推進します
安心できる衛生環境を確保します
安心できる医療環境の充実を図ります

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

Ｇ

私たちは「豊かな心を育むまち」
をめざします

G1
G2
G3
G4

次代を生きぬく子どもを育みます
だれもが生涯を通じていきいきと学べる社会をつくります
スポーツ・レクリエーションの振興を図ります
芸術文化あふれる暮らしを創出します

Ｈ

基本構想の推進（つながる＋創造する）

H1
H2
H3

市民が主役のまちづくりを進めます
つながりあう地域社会をつくります
市民に信頼される市役所にします

7

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」について
長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略

人
口
減
少
克
服
・
地
方
創
生
に
資
す
る
施
策
の
重
点
化

（平成27年度～31年度）

人口減少克服と地方創生を目的として、長崎市の実情に応じた目標や施策の基本的方向、具体的な施
策をまとめるもの。総合戦略においては、特に力を入れて取り組む施策について重点化し、他団体の取
組みを含め戦略的に取りまとめるもの。

特定戦略：「交流の産業化」による長崎創生
「ながさき未来Ｄｅｊｉｍａ戦略～“人を呼ぶまち”から“人を呼んで栄えるまち”へ～」
長崎市が誇る有形・無形の地域資源に磨きをかけ、情報を国内外に発信して「人」の交流を生み出し、質の高いサービ
スを提供するための創業や既存事業の拡充を図り、雇用創出と所得向上につなげる取組み。
その結果、市民が自らの個性や強みを活かせる新たな仕事を創出できる、選択できるまち長崎が実現することで地域
資源がさらに磨かれ、交流の拡充が図られるという好循環の確立をめざす。

基本戦略：人口減少克服
施 策

基本目標

Ａ 経済を強くし、雇用をつくる

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

地場産業（船）の強化
地場産業（食）の強化
農林水産業の活性化
商業を中心としたサービス業への支援
創業の支援
中小企業の経営基盤の強化
労働環境の改善
地元就職・定着に向けた取組み
企業誘致の推進

Ｂ 新しいひとの流れをつくる

B1
B2
B3
B4
B5

ＵＩＪターン者への雇用の確保
農林水産業への就業促進
住まいに関する支援
長崎で暮らす魅力の発信
長崎で学ぶ魅力の向上

Ｃ 安心して子どもを生み育て、子どもが
健やかに育つまちをつくる

C1
C2
C3
C4

若い世代の経済的安定
結婚、妊娠、出産の支援
子育て環境の充実
学校教育の充実

Ｄ 将来を見据えたまちの基盤としくみを
つ

D1
D2
D3
D4
D5

ふるさと長崎を愛する心の醸成
地域コミュニティの活性化
コンパクトな都市づくりと周辺等の交通ネットワークの形成
将来に向けた公共施設等の見直し
広域連携の推進
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(４) 推進・検証体制
① 推進・検証方法
・ 総合戦略においては、４つの基本目標及び特定戦略ごとに数値目標を掲げるとともに、施策ご
とに重要業績評価指標（ＫＰＩ2）を設定する。これらにより施策の成果・効果を客観的に検証
し、必要に応じて改善を行うしくみ（ＰＤＣＡ3サイクル）を構築し、戦略の推進を図る。
・ 長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会を検証機関として検証を行うとともに、市議会
における審議や、幅広く各方面の意見を聞きながら、必要に応じて総合戦略の改訂を行う。
・ 自主的かつ主体的に行動を起こそうとする方々の、アイデア段階の事業提案については、その
具現化に向け、関係部局や企業・団体等との連携を進め、各種助成制度等を活用しながら、総
合的なコーディネートを行い、総合戦略に寄与する事業の推進を図る。
・ 策定にあたり、
産学官金労言の各団体や市民の皆様からいただいた様々なアイデアについては
関連する施策に一覧で記載している。総合戦略の推進にあたっては、アイデアをヒントにしな
がら産学官金労言の各団体や市民の皆様と具体的取組みの充実を図る。

②

推進・検証組織

・ 官民連携組織：「長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会」
総合戦略の策定や着実な実施、実施した施策・事業の効果を検証し継続的な改善を推進する、
いわゆるＰＤＣＡサイクルの構築を図ることを目的に設置。
「産・学・官・金・労・言」等（産
業界、教育機関、行政機関、金融機関、労働団体、メディア、市民）の関係者で構成。
・ 市の推進組織：「長崎市人口減少対策推進本部」
人口減少対策にあたって、個々の施策を相互に関連させながら、関係部局の緊密な連携・協
力を確保し、総合的かつ効果的な施策を推進するために設置。市長を本部長、副市長を副本部
長とし、関係部局長で構成。また、本部の下部組織として、関係課長などで構成される幹事会
を設置するほか、「交流人口」、「雇用」、「定住・移住」、「子育て・少子化」「地域連携等」の各
対策部会を設置。
・ 県・市町連携組織：「長崎県県・市町まち・ひと・しごと創生対策連携会議」
「まち・ひと・しごと創生」に関する認識の共有と各種施策の推進における連携を図ること
を目的として設置。各市町のまち・ひと・しごと創生担当課長等で構成。

2

「ＫＰＩ」
：Key Performance Indicator の略。施策ごとの進捗状況を検証するために設定する指標。

3

「ＰＤＣＡ」
：Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の４つの視点をプロセスの中に取り込む
ことで、不断のサイクルとし、継続的な改善を推進するマネジメント手法。
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総合戦略策定イメージ図
産・学・官・金・労・言 等

長崎市人口減少対策推進
本部

議 会・市 民

各団体等との意見交換

本部会議

議 会

分析方法、課題、対策など現場の実
情を意見交換し、戦略素案に反映

人口減少対策に関する施策の総合的
な推進及び調整

産学官金労言等の各団体に対して
①全体説明会、講演会
②各団体と意見交換

本部長：市長
副本部長：両副市長
委員：部局長

○地方創生対策特別委員会等にお
いて戦略素案を報告し、意見を聴取
また、状況に応じて報告・審議

市 民
まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会

幹事会

産業界、教育機関、行政機関、金融
機関、労働団体、メディア等の委員か
ら構成される「長崎市まち・ひと・しご
と創生総合戦略審議会」で協議

推進本部の運営について必要な事項
を処理

総合計画審議会

部 会

総合計画との連携・整合性を図る観
点から、同審議会で戦略素案を報告
し、意見聴取

施策について協議、検討するとともに
具体的に推進

○ホームページや広報紙により、取
組みを周知
○戦略素案を基にパブリックコメント
を実施

幹事長：都市経営室長
幹事：部会を構成する関係課長

①「交流人口対策部会」
②「雇用対策部会」
③「定住・移住対策部会」
④「子育て・少子化対策部会」
⑤「地域連携等対策部会」
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県・他市町
自治体間の各種会議
国・県戦略を勘案、県・近隣市町とも
連携
○長崎！県市町スクラムミーティング
○長崎県県・市町まち・ひと・しごと創
生対策連携会議 等

２

特定戦略

～「交流の産業化」による長崎創生～

「交流の産業化」による長崎創生
特定戦略
基本基本目標

「ながさき未来Ｄｅｊｉｍａ戦略～“人を呼ぶまち”から
“人を呼んで栄えるまち”へ～」

現状と課題
長崎市は歴史・文化等の世界に誇れる豊富な地域資源を有しており、平成 26 年の長崎市への観光客
数、外国人宿泊者数、クルーズ客船寄港数については過去最高となっている。
長崎市は第３次産業が多いという産業構造であり、観光と関わりの強い卸売業、小売業、宿泊業、
飲食サービス業などが多いことが特徴であるが、賃金水準が低い非正規雇用の割合が高い状況にある。
平成 24 年の観光消費額 1,154 億円は、本市の総生産（名目ＧＤＰ）約 1.5 兆円と比較すると約 7.7％
にあたり、その比率は年々増加している。一方で、賃金においては、他の業種と比べて低い水準にあ
るとともに、月別の観光客数にも大きな差が生じており、交流人口が平準化していないことから、観
光が強みであるが、十分に稼いでいる状態までには至っていない現状にある。

基本的方向
地方創生にあっては、地域の特色や地域資源を活かした取組みを進め、独自性・工夫を発揮する必
要がある。
長崎市は、鎖国時代に唯一西洋に開かれた窓口として、特に人の交流によって栄えた都市であり、
歴史、伝統、文化、自然や景観等の他の都市にない豊かな地域資源がある。これまで長崎市では、こ
の地域資源を開拓し、磨き、そして活かすまちづくりを進めてきており、まちづくりの方向性がまさ
に地方創生の方向性と同じである。
このため、長崎市が誇る有形・無形の地域資源に磨きをかけ、情報を国内外に発信して「人」の交
流を生み出し、質の高いサービスを提供するための創業や既存事業の拡充を図り、定住人口の減少に
伴う消費縮小を補うことで、雇用創出と所得向上につなげていく。
その結果、市民が自らの個性や強みを活かせる新たなしごとを創出できる、選択できるまち長崎が
実現することで地域資源が更に磨かれ、交流の拡充、ひいては定住の促進が図られるという好循環の
確立をめざす。
【
「交流」とは】
「人」の交流によって発展してきた長崎の歴史を継承し、「観光」
「ビジネス」「学術・研究」
「スポーツ・レジャー」
「イベント」等、あらゆる分野において長崎を訪れた「人」が、長崎の
地域資源である「人」
「モノ」
「情報」とつながったり、訪れた「人」同士が交わること。
【
「産業化」
（稼ぐ）とは】
モノやサービスを顧客に提供する過程において、創業や事業拡大によって、雇用創出と所得
向上を図ること。つまり、新しい「なりわい」が生まれること。
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12

④活かす
⑦所得向上

⑦雇用創出

※

⑨まちの活性化、まちの多様性の充実

⑤新たなビジネス、
ビジネス拡充・拡大

⑤サービス提供

⑥外貨を稼ぐ（消費拡大・売上増）

⑧多様な職種の選択

⑧新たな投資

交流を支える
都市基盤整備

「外貨」：本来は、外国のお金の意。ここでは、経済活動を通して地域外から地域内に流入するお金を指す。

※雇用創出と所得向上による内需拡大の効果によって、定住促進につながる。また税収増による公共サービスの充実が図れるとともに、交流の産業化に資
するような施策につながる好循環が図れる。

地域資源
①磨く

官民連携の推進体制

③交流人口の拡大

②情報発信

域 内

【国内外の人が往来する】

【国内外につながる】

域外（国内外）

交流の産業化のイメージ
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移住促進
・地場産品の供給に
よる収益増
・ブランド化
・知識・技術の向上
による生産性向上

水産関連業

・学会やビジネス客
の増による収益増

会議・イベント
関連業

・稼働率増による収
益増

宿泊・サービス
関連業

都市のブランド化

学術・教育充実

・土産品等の開発
・知識・技術の
向上による生産
性向上

製造関連業

国際交流の活性化

・来訪者の増によ
る収益増

買い物
関連業

人

直接効果

・来訪者の増に
よる収益増

飲食関連業

波及効果

定住人口維持

文化の維持・継承

平和への貢献

・地場産品の供給に
よる収益増
・ブランド化
・知識・技術の向上
による生産性向上

農業関連業

・施設利用料等の
増による収益増

観光・レジャー
関連業

・利用者増による
収益増

交通・運輸
関連業

・投資による受注増

建設関連業

市民力向上

「交流の産業化」による長崎創生（全体像）

「交流の産業化」により「稼ぐ力」を生み出すための取組み
「交流の産業化」により地域における稼ぐ力を生み出していくという視点から、今まで訪れていな
かった顧客に長崎市を選び、訪れてもらうための魅力と理由をつくりだし、これまで以上に外国人・
富裕層の観光客やＭＩＣＥ4の参加者が長崎市を訪れることで、観光消費額が拡大し、経済効果が引き
上げられるとともに、従来の施設型中心の観光から、これまで訪れていなかったまちなか5や市周辺部
での体験や時間を楽しむスタイルの定着を図り、体験型中心の観光を推進していく。
さらに、資源の磨き上げ、サービスの向上と創出及び人材育成など長崎の価値を向上させることに
より、産業の活性化と長崎を訪れる人の満足度を向上させていく。
また、交流を支える都市の基盤整備を進め、戦略を検証しながら「交流の産業化」をコーディネー
トする体制づくりを進めていく。
これらの取組みを進め、市民が活躍できる新たなしごとを生み出すことで、稼ぐ力を伸ばし所得の
向上を図ることにより、ひいては定住促進につながる好循環の確立をめざしていく。

「顧客創造プロジェクト」

「価値創造プロジェクト」

～今まで訪れていなかった方に
長崎市を選んでもらうための
魅力と理由をつくる～
～訪れていただくエリアを拡大する～

～長崎に来てよかった！また来てみたい！
と思っていただくため、

「交流を支える都市の基盤整備」

「交流の産業化を進める体制づくり」

顧客の満足度の向上を図る～

新たなしごとの創出、所得の向上

定住の促進

4

「ＭＩＣＥ」
：会議（Meeting）
、研修旅行（Incentive Travel）
、国際会議や学会（Convention）
、見本市やイベン
ト（Exhibition／Event）の頭文字を並べてできた言葉で、様々な学会、大会、国際会議、展示会やイベントなど、
何かの目的のために人が多く集まる機会のこと。
5

「まちなか」
：西坂公園～新大工～南山手に囲まれた区域（面積
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約 240ha）
。

数値目標
指

標

観光客数[暦年]
観光消費額[暦年]
観光振興による長崎県内の就業者誘発数[暦年]

施 策
（１）顧客創造プロジェクト
ア.外国人観光客誘致
イ.ＭＩＣＥ誘致
ウ.富裕層観光客誘致
エ.交流のエリア拡大
（２）価値創造プロジェクト
ア.資源の磨き上げ
イ.サービスの向上と創出
ウ.人材の育成
（３）交流を支える都市の基盤整備
（４）交流の産業化を進める体制づくり
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直近値

目標値

630.7 万人

695 万人

（26 年）

（31 年）

1,243 億円

1,530 億円

（26 年）

（31 年）

27,503 人

34,000 人

（26 年）

（31 年）

（１）
基
本

顧客創造プロジェクト

施策の方針
効果的な情報発信とプロモーションを行いながら、今まで長崎市を訪れていなかった域外の人に、
長崎市を選んで訪れてもらうとともに、訪れていただくエリアの拡大を図る。

ＫＰＩ
重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

外国人延べ宿泊者数[暦年]
クルーズ客船乗客・乗務員数[暦年]
ＭＩＣＥ参加者数[暦年]
外国人対応地域ガイド登録者数

直近値

目標値

212,524 人

370,000 人

（26 年）

（31 年）

199,031 人

522,000 人

（26 年）

（31 年）

366,366 人

384,000 人

（25 年）

（31 年）
150 人

-

平日１日あたりの歩行者通行量(中心市街地 16 地点の合計)
休日１日あたりの歩行者通行量(中心市街地 16 地点の合計)

(31 年度)

133,211 人

140,100 人

(26 年度)

(31 年度)

125,438 人

131,700 人

(26 年度)

(31 年度)

具体的な取組み
ア.外国人観光客誘致
○海外への効果的な情報発信・誘致活動

観光推進課

・長崎空港及び福岡空港に直行便が就航する国・地域を中心に、市場の成熟度、ニーズ等に応じ、
ターゲット別のきめ細やかなプロモーション及び誘致活動を行う。
・平和都市としての知名度を活かし、世界遺産や世界新三大夜景等、世界に通用する素材を広く
情報発信し、国際観光都市としての認知度向上に努める。
・宿泊滞在型観光の推進、富裕層旅行誘致など高付加価値化に向けた取組みを強化する。
・「温泉アイランド九州 広域観光周遊ルート」や日本遺産登録をめざす「シュガーロード」な
ど、北部九州を中心とした観光ルートを意識し、近県の自治体等との広域連携による取組みを推
進する。
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観光推進課
観光政策課
・平成 28 年１月 29 日、
「観光立国ショーケース6」に選定されたことに伴い、世界に通用する魅
力ある観光地づくりを推進するため「長崎市版ＤＭＯ7」を確立し、幅広い分野における「資源磨
き」及び外国人観光客が快適に滞在を楽しめる「ストレスフリーの環境整備」に取り組む。
・
「多言語対応ガイドライン（2014 年３月）
」に基づき、多言語による案内表示の整備及びピク
トグラム8、ＩＣＴ9を活用した情報提供を推進する。
・市内に整備した無線ＬＡＮ環境及びＩＣＴの活用等により、様々なサービスを受けられるスト
レスフリーの環境を整え、観光客の満足度向上を図るとともに、ビッグデータ 10の収集・分析及
びマーケティングに活用できるシステムの構築を行う。

○外国人観光客の受入態勢整備

観光推進課
商業振興課

〇インバウンド11消費の拡大

・消費税免税手続一括カウンターを活用した免税店舗の拡大を促進し、免税商店街化を図る。
・外国人観光客が長崎の食を楽しむ環境を整えるため、飲食店におけるメニューの多言語化を促
進する。
・意欲とアイデアのあるまちなかの商業者や商業者グループが実施する事業を支援する。
観光推進課
商業振興課
学校教育課
生涯学習課

○多様なニーズに対応できる人材育成

・外国人観光客の多様な通訳ガイドのニーズに応える「地域ガイド」を育成する。
・宿泊施設、観光施設、商業施設及び交通事業者等、外国人観光客の接客を行う民間事業者にお
ける人材育成を支援する。
・小・中・高等学校に派遣したＡＬＴ12等を活用し、中学校英語寺子屋事業や公民館での英語お
もてなし講座等を通して、コミュニケーションを円滑に図りながら道案内等のおもてなしができ
る人を育てる。

6

「観光立国ショーケース」
：
「日本再興戦略 改訂 2015」に基づき、多くの外国人旅行者に選ばれる観光立国を体
現する観光地域を作り、訪日外国人旅行者を地方へ誘客するモデルケースを確立しようとするもの。
7

「ＤＭＯ」
：Destination Management/Marketing Organization の略。地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに、地
域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と
協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を
着実に実施するための調整機能を備えた法人。
8

「ピクトグラム」
：一般に「絵文字」
「絵単語」などと呼ばれ、何らかの情報や注意を示すために表示される視覚
記号（サイン）
。
9

「ＩＣＴ」
：Information and Communications Technology の略。情報処理及び情報通信、つまり、コンピュータ
やネットワークに関連する諸分野における技術・産業・設備・サービスなどの総称。
10

「ビッグデータ」
：利用者が急激に増加しているソーシャルメディア内のテキストデータ、携帯電話・スマート
フォンに組み込まれたＧＰＳ（全地球測位システム）から発生する位置情報、時々刻々と生成されるセンサーデ
ータなど、ボリュームが膨大であるとともに、構造が複雑化することで、従来の技術では管理や処理が困難なデ
ータ群。
11

「インバウンド」
：海外から日本へ来る旅行者。

12

「ＡＬＴ」
：Assistant Language Teacher の略。日本人教師を補佐し、生きた英語を子どもたちに伝える英語
を母語とする外国人指導助手。

17

イ.ＭＩＣＥ誘致
観光政策課
観光推進課
・ＭＩＣＥを企画・運営できる人材の育成や、ＭＩＣＥ開催時に重要となるケータリング 13事業
者の育成等の取組みを進める。
・ＭＩＣＥ開催に係る地元受注の拡大を図るため、地元事業者との「ＭＩＣＥビジネス研究会」
、
市内ホテルと連携した会議及びインセンティブツアー14の誘致・受入を促進するための研究会な
どを開催し、ＭＩＣＥによる経済波及効果の拡大を図る。
・アフターコンベンション15メニュー・インセンティブツアーメニューの拡充を図る。
・グラバー園や出島、軍艦島、教会群などを活用したユニークベニュー16の開発を図る。
・福岡市、熊本市と連携したＭＩＣＥ誘致に取り組む。
・稲佐山、伊王島等の野外コンサート会場又はスポーツ施設を活用した集客力のある大型の音楽
イベントやスポーツコンベンション誘致を図り、通年型観光を推進する。

○ＭＩＣＥ誘致対策の推進

エ.交流のエリア拡大
観光政策課
観光推進課
○周辺地域における地域特有の資源磨きと活用
地域振興課
生涯学習課
世界遺産推進室
・世界遺産登録をめざす「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の構成資産である出津教会堂と
関連施設や大野教会堂を中心とした外海地区における観光客の受入態勢の整備を図るとともに、
周辺の地域資源との連携を図る。
・田の子地区の整備とあわせて野母崎炭酸温泉Ａｌｅｇａ軍艦島や軍艦島資料館ほか、多様な観
光資源を活用する。また、世界遺産構成資産を有する高島地区と伊王島地区との周遊観光を促進
し、海運事業等と連携した振興を図る。
・長崎半島西海岸において、恐竜等化石の発掘調査を行い資料の収集に努め、情報を発信すると
ともに、今後の交流人口拡大策への活用等を含め、検討を行い、成案を得る。

民間と連携した取組み
ア.外国人観光客誘致
○外国人観光客の受入態勢整備

観光推進課

・外国人観光客による「インバウンド消費」を拡大するため、商店街と連携して免税店の拡充に
取り組むとともに、飲食店における多言語メニューの導入を促進する。
・民間と連携し無線ＬＡＮ環境の拡充を促進し、外国人観光客がストレスなく快適に観光を楽し
む環境を整える。
・医療通訳等の充実を図り、医療機関における外国人観光客の受入環境を整える。
・災害等緊急時に備え、観光施設及び宿泊施設等受入側におけるマニュアルを整備するとともに、
関係機関と連携し、情報共有体制を構築するなど安全・安心の確保に努める。
・宿泊施設等と連携し、ムスリム17観光客の受入態勢の整備を推進する。
13

「ケータリング」
：顧客の指定する元に出向いて食事を配膳、提供するサービス業のこと。

14

「インセンティブツアー」
：企業が成績優秀な代理店経営者や、大手取引先の経営者などを招待する旅行。

15

「アフターコンベンション」
：見本市・シンポジウム・博覧会など、コンベンション開催後の催しや懇親会。

16

「ユニークベニュー」
：
「特別な会場」
「特別な場所」の意味。 美術館、博物館、歴史的建築、文化施設などで会
議やレセプションなどを開き、それによって特別感や地域特性、情緒を感じさせることのできる会場。
17

「ムスリム」
：アラビア語でイスラム教徒のこと。

18

○「つながる Dejima」プロジェクトの推進

出島復元整備室

・かつて出島が世界とつながるネットワークの拠点であったオランダ商館ヘリテージ18ネットワ
ークでの学術的交流や、オランダ・ライデン市やマーストリヒト市との出島に関連する展示資料
等の相互貸出しなど、出島の史実を活かして市民や産学官による新たなネットワークをグローバ
ルに構築し、外国人観光客の増加を図る。

イ.ＭＩＣＥ誘致
観光政策課
観光推進課

○ＭＩＣＥ誘致対策の推進

・国内外のキーパーソン招聘事業を実施するとともに、首都圏へのセールス展開、国内外のＭＩ
ＣＥ見本市への出展、九州連携によるＭＩＣＥ見本市の開催などにより、国内外への情報発信を
推進する。
・長崎の個性や特色を活かした話題性のある新たなＭＩＣＥの創出について、官民連携した約 60
団体から成る「長崎ＭＩＣＥ誘致推進協議会」等と連携し取り組む。

ウ.富裕層観光客誘致
●宿泊施設のグレードアップ、誘致の推進

観光政策課

・観光消費額が高い富裕層の海外観光客等をターゲットとして、外貨を獲得し、観光消費額を増
加させ、雇用の拡大を図る観点から、今後、長崎県や金融機関、地元事業者等の関係機関と協議
を行い、整備にかかる支援制度のあり方についての検討を進める。

エ.交流エリアの拡大
まちなか
事業推進室

○まちぶらプロジェクトの推進

・新大工から浜町を経て、大浦に至るルートを「まちなかの軸」と設定し、軸を中心とした５つ
のエリアにおいて、それぞれの個性や魅力の顕在化を進めるための取組みを「まちぶらプロジェ
クト」として進める。

○観光関連団体及び近隣自治体との連携

観光推進課

・(一社)長崎国際観光コンベンション協会の企画及び販売力等の強化（民間企業の人材登用によ
る着地型商品造成等）を図る。
・観光関連団体との連携及び広域観光の推進（長崎県観光連盟との連携による誘致、ハウステン
ボス等民間企業との連携による宣伝、近隣自治体との着地型商品の造成連携）を図る。

18

「ヘリテージ」
：遺産、継承物のこと。

19

民間の取組み
取組内容

取組主体

ア.外国人観光客誘致
◇留学生モニターツアー

大学

◆消費税免税手続一括カウンターを活用した免税店舗の拡充

商店街

◆外貨両替機、ＡＴＭの設置

金融機関

◆ムスリム誘客ツアーのためのキーパーソン招聘事業

金融機関

民間からのアイデア
関係業界案
取組内容
産

学

官

金

●

●

インバウンド対応向け融資に対する利子・保証料相当額の補助

●

外国人向け長期滞在型ゲスト受入整備

●

外国人雇用を希望する企業への人材紹介サービス

●

ハイグレードホテルの誘致

●

サービス産業従事者を対象とした語学研修

●

●

新たな観光ルート開拓
（市内ホテル～新長崎漁港～外海地区）（五島列島と長崎）

●

●

20

労

言

他

●

（２）
基
本

価値創造プロジェクト

施策の方針
長崎を訪れた人の満足度の向上を図るため、資源の磨き上げを行うとともに、「ひと（人材）」を育
成・確保しながら、上質な独自の「しごと（サービス）
」を提供する。

ＫＰＩ
重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

直近値

観光満足度
観光消費単価
観光客対応の支援店舗数

目標値

54.3％

59.0％

（25 年度）

（31 年度）

19,709 円

22,015 円

（26 年）

（31 年）

-

75 店
（30 年度）

具体的な取組み
ア.資源の磨き上げ

○長崎独自の歴史や文化等を有する観光資源の魅力向上

観光政策課
文化財課
出島復元整備室
まちづくり推進室
まちなか事業推進室

商業振興課
都市計画課
・多彩な地域資源の魅力向上の相乗効果を促すため、世界遺産の構成資産やグラバー園、出島な
ど、歴史的価値を有する資産、施設等の磨き上げを推進する。

○世界文化遺産の保存と理解促進

世界遺産推進室

・
「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」及び世界遺産登録をめざす「長崎
の教会群とキリスト教関連遺産」の構成資産の保存のための調査や整備を行うとともに、理解促
進のための情報発信等に取り組む。
観光政策課
まちづくり推進室
・斜面地や観光施設等の照明、四季折々のイルミネーション等について、長崎の歴史文化や景観
を踏まえた夜景観光の基本計画を策定し、年次計画で整備を行い、世界新三大夜景都市として更
なる夜景の魅力向上を図る。

○世界新三大夜景の魅力向上

21

○長崎特有の資源を活用した観光メニューの創造

観光推進課

・旅行会社や交通事業者等の関係機関と連携して、長崎特有の資源を活かし、テーマ性を持った
周遊・滞在ルートを構築し、満足度の高い観光メニューとして提供する。
・農業・漁業体験や農産物・水産物加工体験、農林漁家民泊等のグリーン・ツーリズム 19等の普
及・拡大を図る。
・
「長崎さるく20」において、長崎の食や物産、体験、宿泊につながる企画を充実させるとともに、
民間事業者の参画を促し、地域経済の活性化につなげる。
・旅行会社による朝型観光商品造成のため、商品造成支援助成制度を創設し、朝型観光メニュー
の商品造成に対する助成を行う。

【新】ビックデータ等を活用した戦略策定

観光推進課
観光政策課

・ビッグデータや観光動向調査などの分析結果に基づき、「観光プロモーション戦略」を策定す
る。

○国内観光客への効果的な情報発信

観光推進課

・観光プロモーション戦略に基づき、文化、観光、産業、ものづくり、スポーツ等様々な個性や
魅力により地域ブランドを確立し、観光シティ・プロモーション 21を推進するとともに、ターゲ
ットの趣向に即した機動的・効果的なプロモーション手法を追求する。
・「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」及び世界遺産登録をめざす「長崎
の教会群とキリスト教関連遺産」に関する価値及びストーリーをわかりやすく情報発信し、夜景
など他の素材と組み合わせることで魅力を高め、一層の観光客誘致に取り組む。

○修学旅行の誘致強化

観光推進課

・関東以北の高校、関西・中国・四国の中学校、九州北部の小学校をターゲットに、平和、世界
遺産等の教育に資する素材を全面に打ち出し、新規校誘致を推進する。

イ.サービスの向上と創出
○新しいお土産品開発

商業振興課

・市内事業者のお土産品開発を促し、観光のイメージアップとなる新たなお土産品コンテスト及
び商品ＰＲを実施することで、観光客の誘客及び満足度の向上を図り、地域経済を活性化させる。

○水産練り製品ブランド化

商業振興課

・水産練り製品製造業者、飲食店、行政等が相互に連携し、観光客等に対して長崎の食文化を広
く伝えるとともに、かまぼこの消費拡大を通して、長崎地域経済の活性化を図る。

19

「グリーンツーリズム」
：都市部に住む人たちが自然豊かな農山漁村地域に滞在し、様々な体験を通じ、地元の
人たちと交流を図りながら、自然・文化に触れ、人・地域と一緒に楽しむ新しいスタイルの滞在型余暇活動の総
称。
20

「さるく」
：まちをぶらぶら歩くという意味の長崎弁。

21

「シティ・プロモーション」
：地域の魅力発信などによりイメージを高める活動。

22

〇地域資源である農水産物を活用した食関連産業の活性化

水産農林政策課

・長崎市を代表する農水産物である「なつたより22」、
「長崎和牛・出島ばらいろ」、「長崎の魚」
などを、関係団体などと連携し、長崎らしい地域資源として磨きあげ、観光客等に食を通じたお
もてなしを行うことで、農水産業や食関連産業の活性化を図る。

ウ.人材の育成
○まちなか商店街を支える商業人材の育成

商業振興課

・県下最大の商業集積を擁し、市外、県外及び国外からの観光客や買い物客が訪れる広域型のま
ちなか商業地において、次代の中心的な役割を担う若手等の商業人材の育成を図る。

農業振興課
水産振興課

○農業・水産業を支える人材育成

・長崎を訪れる人たちに、長崎らしい農水産物を安定した品質で提供できるように、農業・水産
業を支える人材を育てる。

民間と連携した取組み
ア.資源の磨き上げ
世界遺産推進室
観光政策課
観光推進課
文化財課

○世界文化遺産の周知啓発と活用

・
「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」及び世界遺産登録をめざす「長崎
の教会群とキリスト教関連遺産」の周知啓発を図るとともに、将来にわたって活用していくため、
民間と連携しながら資産の魅力発信に努め、来訪者の増加による地域活性化を図る。

○観光客の平準化による通年型観光の推進

観光推進課
観光政策課
スポーツ振興課

・長崎市の四季折々の祭りやイベント（長崎帆船まつり、長崎くんち、長崎ロマンティックイル
ミネーション、長崎ランタンフェスティバル等）を官民協働で実施することで、地域の活性化を
図るとともに、通年型観光を推進し、宿泊施設の稼働率を高める。

22

「なつたより」
：平成 21 年２月に品種登録された露地びわの新品種で、約 6,000 種の掛け合わせの中から選抜さ
れた。従来の品種（茂木種）に比べて、大玉で甘く、果肉がやわらかいという特徴を持つ。

23

○交通事業者と連携した情報発信

観光推進課

・鉄道や航空会社等の交通事業者との連携を図りながら、情報発信をはじめとした積極的なＰＲ
を行うことで、長崎市の知名度を更に高め、観光客の誘客を図る。
・今後、九州新幹線西九州ルートの開業に伴い、新幹線の開通に伴う移動時間短縮効果による観
光客数の増加及び経済波及効果が期待される。新幹線の開通に向け、平成 28 年 10 月から 12 月
にかけて実施される長崎デスティネーションキャンペーン23などを通し、段階的に交通事業者と
の連携・協働を進めていく。

イ.サービスの向上と創出
○長崎かんぼこ王国24

商業振興課

・水産練り製品製造業者、飲食店、行政等が相互に連携し、観光客等に対して長崎の食文化を広
く伝えるとともに、かんぼこの消費拡大を通して、長崎地域経済の活性化を図るため取り組む。

○新たな付加価値のある旅行スタイルの検討

観光推進課
観光政策課

・医療観光や長期ステイ実験ツアーなど、交流の産業化に結び付く新たな旅行のスタイルを検討
し、実現化をめざす。

ウ.人材の育成
○長崎大学のアートマネジメント人材育成事業との連携

文化振興課

・
「まちなかアートフェスタ」、
「マダムバタフライフェスティバル」などの芸術文化事業を実践
の場として活用するなど、地域の多彩な芸術文化事業を継続・発展させていく“ひとづくり” を
めざす「長崎創楽堂を活用したアートマネジメント人材育成事業」との連携を図る。

○長崎市伝統工芸人材育成の取組み

商業振興課

・長崎の伝統工芸品をＰＲ（制作体験・展示・販売）する機会を設け、観光客に職人のまち長崎
と伝統工芸品を肌で感じてもらい、職人と観光客が直にふれあうことで、職人のまち長崎の人材
育成につなげる。

●観光分野におけるマーケティング人材の育成

観光推進課

・ビッグデータ等の分析に基づくマーケティングデータや観光商品開発等に関するセミナーの開催などを通
じて、観光分野において経営戦略の立案や商品企画の立案等ができるマーケティング人材の育成を図
る。
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「デスティネーションキャンペーン」
：ＪＲと指定された自治体、地元の観光事業者等が協働で実施する大型観
光キャンペーンのこと。
24

「長崎かんぼこ王国」
：長崎を水産練り製品（以下「かんぼこ」という。
）の王国とみなし、長崎における水産練
り製品製造業者、飲食店、行政その他各種団体などが相互に連携し、長崎のかんぼこの食文化を広く伝えるとと
もに、かんぼこの消費拡大を通して、長崎地域経済の活性化を図ることを目的として、平成 23 年設立。

24

○魅力探求の需要に応える人材の育成

観光推進課

・(一社)長崎国際観光コンベンション協会やＮＰＯ等の主体的取組みにより、長崎ならではのテ
ーマについて専門家による講座や体験を通して、さらに深く探求する「長崎学さるく」の企画、
ガイド案内や施設の斡旋等の支援を通じ、観光客が長崎の魅力を探求できるための人材を育成す
る。

民間の取組み
取組内容

取組主体

ア.資源の磨き上げ
◇世界文化遺産応援に伴う企画・イベントの実施
[軍艦島上陸ツアー、世界文化遺産応援ツアー、周知啓発イベント（パネル展、写
真展、講演会、ミュージカル等）、清掃活動、地元ガイド活動、バス・電車等の広
告、関連商品等の企画販売（お土産、レストランメニュー、切手、金融商品等）、
周知啓発映像機器寄贈、雑誌・写真集等の発刊、企画番組制作等]

産業界、教育機関、金
融機関、メディア、地
域団体、市民

◇自社ビルのライトアップ、夜景プロモーションの参画

金融機関

◆「雨の足音」プロジェクト（雨の日でも楽しめる観光マップづくり）

民間団体

◇民間各種イベント（出島博、ラブフェス、かまぼこ祭り、婚活等）

民間団体

イ.サービスの向上と創出
◆まちなか案内所「もてなしや」の設置

産業界

◆ゲストハウスの拡充

産業界

◆クルーズトレイン「ななつ星」ＩＮ九州

産業界

◆ＪＲ九州スウィートトレイン「或る列車」運行

産業界

◇長崎デスティネーションキャンペーン開催に向けた着地商品の整備等

産業界

◇長崎オリジナルブランド産業化（魅力ある産業の調査研究）
◇「長崎かんぼこ王国」設立、
「長崎おでん」
「ちゃポリタン」等の製品展
開

大学
産業界、金融機関

◆長崎観光応援デスク（観光・宿泊・飲食施設等の整備・サポート等）

金融機関

◆九州観光活性化ファンド（観光関連企業の設備更新、旅行商品の開発等
支援）

金融機関

◇ベンチャー創出への取組み

大学

◇大学と連携したビジネス創造交流会

金融機関

◆創業者向けのローン金利優遇

金融機関
金融機関、産業界、中

◇創業・第二創業支援

小企業支援機関

◇地方創生関連の補助事業の活用術ガイドブックの作成
【新】魚を使ったご当地グルメの提供（レシピ公開）
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金融機関
産業界

取組内容

取組主体

◆６次産業化25の取組み

産業界

◇地域連携支援センター運営

大学

◆中小企業の組織化と組織強化のための指導

中小企業支援機関

◆中小企業の需要拡大支援

中小企業支援機関

ウ.情報発信・プロモーション
◆修学旅行の誘致

民間団体

エ.人材の育成
◇大学と連携したビジネス創造交流会

金融機関

◇人材派遣会社との連携による人材確保

金融機関

◇長崎県から認定を受けた漁業士による活動

産業界

◇「長崎べっ甲」の理解及び知名度の向上のためのＰＲ活動等

産業界

25

「６次産業化」
：地域の第１次産業とこれに関連する第２次、第３次産業（加工・販売等）に係る事業の融合等
により、地域ビジネスの展開と新たな業態の創出を行う取組み。

26

民間からのアイデア
関係業界案
取組内容
産

学

官

食の拠点づくり（仮称：魚センター）

●

●

朝型観光の推進（朝市整備、旅行商品等）

●

●

魚のまち長崎市観光ガイドブック作成

●

●

金

労

言

おもてなしの向上運動（写真撮影等）

他

●

ＩＣＴを活用したスマート・ツーリズム

●

飲食業のチャレンジ創業支援（屋台村）

●

●

ちゃんぽんを活かしたイベントの開催

●

●

観光特区（和の魅力（寺町近辺の歴史）を活かしたゾーン化）

●

●

観光客が滞在しやすい制度（共通チケット、共通クーポン、シ
ャトルバス）

●

●

特産品、ブランドづくりのためのＳＮＳ活用（市民モニター）

●

●

シティーセールス用のまちの愛称をつくる

●

土産品販売につなげるための観光客が集う場所づくり

●
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●

●

●

●
●

●

●

●
●

●

●

●

（３）
基
本

交流を支える都市の基盤整備

施策の方針
来訪者の受入れのため、交流を支える都市の基盤を整備し、その機能を向上させる。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
ＫＰＩ
指

標

直近値

長崎駅周辺土地区画整理事業の進捗率［累計］
長崎市バリアフリー基本構想における道路特定事業（市道）の進捗率（都心
地区・浦上地区）

目標値

11.6％

48.8％

（26 年度）

（31 年度）

36.3％

81.5％

（26 年度）

（31 年度）

具体的な取組み
都市計画課
長崎駅周辺整備室
○交流人口の拡大を図る都市基盤の整備
土木企画課
観光推進課
・「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」及び世界遺産登録をめざす「長崎
の教会群とキリスト教関連遺産」の構成資産をはじめ、長崎市が持つ資源を最大限に活用し、魅
力と価値を高める取組みによって増加が期待される交流人口の受入れのための都市基盤の整備
推進を図る。
（陸の玄関口の整備）
九州新幹線西九州ルートやＪＲ長崎本線連続立体交差事業と一体となった長崎駅周辺土地区
画整理事業の推進を図る。
（海の玄関口の整備）
松が枝国際観光船埠頭の２バース化の整備促進を図る。
（空の玄関口の整備）
香港や東南アジア等の中距離航空路線誘致に大きく寄与する長崎空港の 24 時間化に向けて、
官民一体となって空港の管理者である国等に要望活動を継続的に行い、その実現をめざす。
（道路ネットワークの充実）
九州横断自動車道長崎大分線と国道 34 号日見バイパスの完全４車線化などの広域幹線道路の
整備促進を図る。

土木維持課
道路建設課

○来訪者の受入態勢の整備

・多様化するすべての来訪者の満足度の向上を図るため、障害者や高齢者にやさしいバリアフリ
ーなどの歩行環境向上を図る道路整備や受入態勢の強化を図る道路整備を推進する。
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（４）
基
本

交流の産業化を進める体制づくり

施策の方針
地域内の既存の業種にイノベーション26を喚起させ、新たな業種や業態を生み出すことで、雇用の創
出につなげる推進体制を構築するとともに、長崎創生への多様な主体の参画を促す。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
ＫＰＩ
指

標

日本版ＤＭＯの機能を持つ法人数

直近値

目標値

０団体

１団体

(26 年度)

(31 年度)

民間と連携した取組み
観光推進課
観光政策課

●長崎市版ＤＭＯの確立

・地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に
立った観光地域づくりの舵取り役としての役割を果たす「長崎市版ＤＭＯ」を確立し、これを核
とした観光地域づくりを行う。

○創業サポート長崎27

産業雇用政策課

・行政、金融機関、産業関係団体等全 13 機関からなる創業支援チーム体制により、創業希望者
や創業５年未満の方に対し、それぞれの専門知識を活かして個別相談、融資、創業セミナーなど
の支援を行う。
・交流の産業化で生み出されるゲストハウスなどの新たな創業に対して、サービスの質の向上に
つながる支援を行う。

○長崎創生に取り組む民間への支援

都市経営室

・市民、企業、大学、地域、ＮＰＯ等と人口減少に対する危機感とその克服に向けた使命感、ま
た地方創生への夢を共有するとともに、行政主導ではない自主的かつ主体的に具体的な行動を起
こす方々に対して支援を行い、長崎創生の推進に寄与する新しい流れをつくる。

26

「イノベーション」
：経済発展の一因としての技術革新。

27

「創業サポート長崎」
：国から認定された長崎市創業支援事業計画を実施する、行政、金融機関、産業関係団体
等全 13 機関からなる創業支援チーム体制。長崎市が創業希望者の総合窓口となり、創業するまでそれぞれの専門
知識を活かして支援を行う。
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３

基本戦略
施 策

基本目標

基本目標Ａ
経済を強くし、雇用をつくる

基本目標Ｂ
新しいひとの流れをつくる

基本目標Ｃ

Ａ－１

地場産業（船）の強化

Ａ－２

地場産業（食）の強化

Ａ－３

農林水産業の活性化

Ａ－４

商業を中心としたサービス業への支援

Ａ－５

創業の支援

Ａ－６

中小企業の経営基盤の強化

Ａ－７

労働環境の改善

Ａ－８

地元就職・定着に向けた取組み

Ａ－９

企業誘致の推進

Ｂ－１

ＵＩＪターン者への雇用の確保

Ｂ－２

農林水産業への就業促進

Ｂ－３

住まいに関する支援

Ｂ－４

長崎で暮らす魅力の発信

Ｂ－５

長崎で学ぶ魅力の向上

Ｃ－１

若い世代の経済的安定

Ｃ－２

結婚、妊娠、出産の支援

Ｃ－３

子育て環境の充実

Ｃ－４

学校教育の充実

Ｄ－１ ふるさと長崎を愛する心の醸成
Ｄ－２

基本目標Ｄ
将来を見据えたまちの基盤としく
みをつくる

地域コミュニティの活性化

Ｄ－３
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Ｄ－４

将来に向けた公共施設等の見直し

Ｄ－５

広域連携の推進

基本目標Ａ
基本基本目標

経済を強くし、雇用をつくる

現状と課題
長崎市の人口減少の主な要因は、10 代後半から 20 代後半までの世代の市外への転出超過であり、
移動理由として「仕事の都合」の割合が高い状況である。
高校生については、地元就職志向は高い一方で、就職時の優先理由として、「経営が安定していて、
長く続けられる」
「給料が高い」就職先を求める傾向が高い。全国や主な人口流出先である福岡県と比
べて賃金は低い状況であるとともに、県内に残るために希望する業種として「製造業」などの第２次
産業が高くなっているが、長崎市は全国と比べて第２次産業の比率が低く、高卒就職者の希望を反映
しにくい産業構造となっている。
大学生については、県内就職を希望する割合は約 25％と低い状況となっているが、この理由として、
「希望する勤め先がない（知らない）
」が突出している。また、就職の傾向として「職種」を重視する
傾向があり、これは、文系を除く学科すべてにみられる。
このようななか、本市の産業に目を向けると、製造業は、
「輸送用機械器具」
「はん用機械器具28」
「電
気機械器具」など造船、機械関連を中心に男性中心の職場として全国に比して集積しており、さらに、
これらの業種は労働生産性においても全国を上回っていることから長崎市の強みとなっている。一方
で、男女とも従事者数が多く、ある程度集積している食品製造業は、労働生産性が全国を下回ってい
る。
また、男女とも従事者数が多く、さらに市内総生産の約 10％を占める卸売業・小売業についても、
労働生産性が全国を大きく下回っている課題を抱えている。
なお、農業、漁業などの第１次産業においては、従事者の約 7 割は 50 歳以上であり、高齢化が課題
となっている。

基本的方向
人口減少の要因である若者の市外転出に歯止めをかけるため、特に「しごと」において、長崎市の
特性を活かした外貨29の獲得と内需の強化を図り、そのための創業支援や企業誘致に取組み、将来に向
けた安定的な雇用の確保・拡大及び所得の向上の実現という視点から取組みを推進する。
このため、長崎市の経済成長戦略に掲げる地場産業（船・食）
、並びに農林水産という長崎市の特性
を活かした産業分野の強化による外貨の獲得と商業を中心としたサービス業の内需を強化するととも
に、新たな付加価値を生み出す創業支援によって産業全体の活性化を図る。
また、雇用拡大と所得向上が実現可能となる経営基盤の強化や雇用環境の改善に取り組む。併せて、
地元就職と定着に向けた取組みと地域の発展に寄与する企業誘致を推進する。

28

「はん用機械器具」
：はん用的に各種機械に組み込まれ，あるいは取付けをすることで用いられるボイラ・原動
機、ポンプ・圧縮機器等の機械器具。
29

「外貨」
：本来は外国のお金の意。ここでは、経済活動を通して地域外から地域内に流入するお金をさす。
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数値目標
指

標

はん用機械器具製造業と輸送用機械器具製造業の事業所の製造品出荷額の
合計
従業員数４人以上の食料品製造業の事業所の製造品出荷額［暦年］

直近値

目標値

4,143 億円

4,143 億円

(25 年度)

(31 年度)

251 億円

251 億円

(25 年)

(31 年)

県内大卒者の県内就職者数

1,055 人

1,200 人

（※県内就職率 10 ポイント増（41.0％（H26）⇒51.0％（H31）））

(26 年度)

(31 年度)

577 人

600 人

(26 年度)

(31 年度)

ハローワーク長崎管内における高卒者の県内就職者数
（※県内就職率 70％目標（61.6％（H26）⇒70.0％（H31）））

施 策
Ａ－１
Ａ－２
Ａ－３
Ａ－４
Ａ－５
Ａ－６
Ａ－７
Ａ－８
Ａ－９

地場産業（船）の強化
地場産業（食）の強化
農林水産業の活性化
商業を中心としたサービス業への支援
創業の支援
中小企業の経営基盤の強化
労働環境の改善
地元就職・定着に向けた取組み
企業誘致の推進
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施策Ａ―１
基本基本目標

地場産業（船）の強化
主管課

産業雇用政策課

施策の方針
長崎市第三次経済成長戦略に基づき、外貨獲得能力が高い「船（造船造機等基幹製造業）
」の強化を
図る。特に、基幹製造業の海洋再生エネルギー分野等新分野への進出に向けた支援を行う。
併せて、域外需要を取り込み、かつ、域内産業にも好影響をもたらす「コネクターハブ企業30」との
連携を積極的に行う。
また、域内外のニーズに対応したサービスやものづくり新事業を創出するため、革新的な設備投資
やサービス開発・試作品の開発を行う中小企業等の支援に取り組む。

ＫＰＩ
重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

従業者数４人以上 200 人未満の事業所の製造品出荷額等［暦年］

直近値

目標値

1,020 億円

1,020 億円

(25 年)

(31 年)

具体的な取組み
○地場企業の販路拡大

産業雇用政策課

・企業者の優れた製品・技術を長崎市が認証し、優先購入や市内外へＰＲを行うことで販路拡大
等を支援する。
・
「長崎港活性化センター31」を通じて集荷活動及び貿易活動支援等を行うことで、地場企業の販
路拡大を支援する。

○企業の経営力強化（Ａ－６再掲）

産業雇用政策課

・長崎市中小製造業の技能・技術及び生産性向上に資する、人材育成や生産管理の適正化を推進
し、ものづくり企業としての競争力及び経営基盤の強化を図る。
・事業を拡大する地場企業の設備投資や雇用に対する奨励金を交付することで、雇用の受け皿を
確保する。また、県の企業誘致の取組みと連携を図りながら推進する。

30

「コネクターハブ企業」
：地域の中で、取引関係の中心となっている企業。

31

「長崎港活性化センター」
：長崎港における貿易を振興することによって長崎港の関連産業を活性化させるため、
官民一体となって平成 10 年に設立した団体。長崎-釜山コンテナ航路の維持拡大のための取組みなど、長崎港の
利用促進のための各種活動を行っている。

33

○新たな分野へ進出する企業の支援（Ａ－５再掲）

産業雇用政策課
環境政策課

・経済成長分野の有力候補とされている環境・新エネルギーなど新分野への参入を促進するため、
「海洋エネルギー関連産業」の集積を図り、市内企業の当該分野への進出を支援することで、分
散型エネルギー32の開発と利用を進め、域内経済の活性化を図る。

民間と連携した取組み
○中小企業者の経営基盤の安定と強化（Ａ－２、Ａ－４、Ａ－６再掲）

商業振興課

・中小企業者の円滑な資金確保のための融資制度を市、取扱金融機関、信用保証協会が三位一体
となって設け、中小企業者の経営基盤の安定と強化を支援する。

○長崎都市経営戦略推進会議33や大学等との連携

産業雇用政策課

・長崎海洋産業クラスター形成推進協議会34や基幹製造業ワーキングチーム、長崎工業会35を軸と
した連携を産学官一体となって実施する。

民間の取組み
取組内容

取組主体

◇成長支援分野の取組み、地域中核企業支援貸付

金融機関

◇「ながさき海洋・環境産業拠点特区」利子補給金事業

金融機関

◇個別企業の経営の強化

産業界

32

「分散型エネルギー」
：比較的小規模で、かつ様々な地域に分散しているエネルギーの総称であり、従来の大規
模・集中型エネルギーに対する相対的な概念。
33

「長崎都市経営戦略推進会議」
：長崎における人口減少や地域経済の停滞といった地域の課題について、平成 22
年７月、長崎商工会議所、長崎経済同友会、長崎県経営者協会、長崎青年会議所の経済４団体をメンバーとし、
長崎大学がアドバイザーに、長崎県と長崎市がオブザーバーとなり、地域経済活性化策をまとめる組織として発
足。地域経済の活性化に効果が大きいとみられる「基幹製造業」
、
「観光業」、
「水産業」、
「教育（大学）
」の４つの
分野の振興を中心に問題提起、提言・要望活動を行っている。
34

「長崎海洋産業クラスター形成推進協議会」
：産学官の連携のもと、海洋関連市場への参入をめざす長崎県内企
業を支援・育成し、長崎県域を核とする海洋産業群の形成を図ることを目的として平成 26 年に設立されたＮＰＯ
法人。
35

「長崎工業会」
：長崎地域における工業及び工業に関連する業種の事業者が業種・業態等の枠を超えて、地域工
業等の活性化を図ることを目的として平成 14 年に設立された団体。

34

施策Ａ―２
基本基本目標

地場産業（食）の強化
主管課

商業振興課

施策の方針
長崎市第三次経済成長戦略に基づき、外貨獲得能力が高い「食(水産加工業等)」の強化を図る。
特に食料品製造業においては、競争優位を磨くための支援やターゲット市場を絞り込み、効果的な
販売戦略等の構築による販路開拓、拡大を支援する。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

従業員数４人以上の食料品製造業の事業所の製造品出荷額［暦年］（※Ａ再
掲）
水産練り製品の原材料（すり身）の長崎地域での総出荷額［暦年］

直近値

目標値

251 億円

251 億円

(25 年)

(31 年)

79 億円

114 億円

(26 年)

(31 年)

具体的な取組み
○ブランド力の強化

商業振興課

・中小企業者の販路拡大につながる商品開発のため、セミナーや個別のアドバイス会を開催し、
商品力強化を図るとともに、販路拡大につなげるサイクルを構築し中小企業の収益増を図る。
・
「長崎かんぼこ王国」の取組みにより、域内外両面で水産練り製品の認知度を高め、新たな需
要の喚起や販路を拡大することで、地場企業の売上げ増につなげる。
・長崎市ふるさと納税の謝礼品として長崎の特産品を積極的に加え、長崎らしい特色ある地場産
品を広く周知し、ブランド力の強化を図るとともに販路拡大へつなげる。
・長崎の優れた地域資源を「ふるさと名物」として宣言し差別化を図り、製品群の宣伝と販路の
拡大を支援することで、地域ブランドの創出につなげる。

○販路開拓・拡大

商業振興課

・大都市圏における販売ターゲットの絞り込みと長崎の商品の特性を活かした販売戦略により販
路開拓・拡大を図る。
・全国規模の商談会へ共同出展するとともに、事業者の商談会への参加を支援し、販路開拓・拡
大を図る。
・経済成長が著しいアジア諸国等をターゲットに、マーケット動向調査や地場企業と連携した加
工食品等の試験販売・商談会等を実施し、中小企業者の海外への販路開拓・拡大を支援する。
・東京に開設する県のアンテナショップを活用し、長崎市事業者のこだわり逸品の出品やテスト
マーケティング等により首都圏の百貨店等への販路開拓・拡大につなげていく。

35

民間と連携した取組み
○中小企業者の経営基盤の安定と強化（Ａ－１、Ａ－４、Ａ－６再掲）

商業振興課

・中小企業者の円滑な資金確保のための融資制度を市、取扱金融機関、信用保証協会が三位一体
となって設け、中小企業者の経営基盤の安定と強化を支援する。

○長崎都市経営戦略推進会議との連携（Ａ－３再掲）

商業振興課

・魚の美味しいまち長崎ワーキングチーム及び「長崎かんぼこ王国」を軸とし、長崎の地域資源
である魚や水産物練り製品を活かして、観光客の誘客につなげるための「食と観光」を結びつけ
た水産物の販路拡大策に取り組む。

○長崎市ブランド振興会との連携

商業振興課

・
「長崎市特産推奨品36」の認定や物産展等の共同事業を通じ、地場産品の販路拡大と地場企業の
振興に取り組む。

○長崎輸出促進実行委員会との連携

商業振興課

・食料品製造業者、経済団体、行政等が一体となって、試験販売や商談会を実施するなど特産品
の海外への販路拡大に取り組む。

民間の取組み
取組内容

取組主体

◇「長崎かんぼこ王国」設立、
「長崎おでん」
「ちゃポリタン」等の製品展
開

産業界、金融機関

◆かまぼこの新製品開発、「かまぼこ祭り」の開催

産業界
金融機関、産業界、

◇海外ビジネスサポート、６次産業化支援

中小企業関連機関
金融機関、産業界、

◇ふるさと特産品全国ＰＲ

中小企業関連機関
金融機関、産業界、

◇各種商談会の開催

中小企業関連機関

36

「長崎市特産推奨品」
：長崎の歴史や風土、食文化及び伝統等長崎らしさを活かした付加価値を有する長崎の特
産品として独自の特性を持った製品であり、品質や信頼性が高く、消費者に対して強くアピールできるものと振
興会が認めたもの。

36

民間からのアイデア
関係業界案
取組内容
産
「長崎が輩出した産品×著名人」のコラボ

●

「全国かまぼこサミット」開催

●

長崎の麺グランプリ

●

37

学

官

金

●

●

労

言

他

施策Ａ―３
基本基本目標

農林水産業の活性化
主管課

水産農林政策課

施策の方針
生産性、収益性の向上による「儲かる農林水産業」をめざし、基盤整備や新たな販路・消費の拡大
により、農林水産業を魅力ある第１次産業に育て、農山漁村に活力を生み出す取組みを推進する。
農業については、農業の生産基盤を強化するため、経営規模拡大等による生産性の向上、耕作放棄
地の発生防止・解消の推進、鳥獣被害対策の実施等を図りつつ、担い手の育成・確保や経営安定の取
組みを推進する。
林業については、森林資源の循環利用を促進し、公共建築物等の木造化・木質化の推進や地域にお
ける木材供給システムの構築などにより、地域産木材の需要の拡大を図る。
水産業については、水産業の持続可能な生産基盤維持のための漁業資源管理の推進、消費者ニーズ
に合った商品の提供、ＨＡＣＣＰ（ハサップ）37認証の推進、燃油使用量の削減など収益性の高い操業・
生産体制への転換を図るとともに、担い手の育成・確保を行い、水産物の新たな販路や消費の拡大を
推進する。
なお、農林水産業への新規就業を促進するため、長崎県や長崎市地産地消振興公社、長崎市漁業担
い手協議会、長崎市農業担い手育成総合支援協議会などでは、農林水産業の就業に必要な技術習得の
ための研修を実施しており、長崎市もハローワーク等と連携を図りながら、若年層の早期離職の防止・
職場定着を推進する。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

１戸当たりの農産物販売額
沿岸漁業者１人当たりの漁業生産額
認定新規就農者数［累計］
新規漁業就業者数［累計］

37

直近値

目標値

3,817 千円

4,082 千円

(26 年度)

(31 年度)

6,599 千円

7,589 千円

(26 年度)

(31 年度)

２人

22 人

(26 年度)

(31 年度)

17 人

27 人

(26 年度)

(31 年度)

「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）」
：食品の製造・加工工程のあらゆる段階で発生するおそれのある微生物汚染等の危害
をあらかじめ分析（ Hazard Analysis ）し、その結果に基づいて、製造工程のどの段階でどのような対策を講じ
ればより安全な製品を得ることができるかという重要管理点（ Critical Control Point ）を定め、これを連続
的に監視することにより、製品の安全を確保する衛生管理の手法。

38

具体的な取組み
○農林業の経営安定

農業振興課

・農林業の担い手の確保・育成につなげるため、集落ぐるみでの取組みを進め、基盤整備、販路
拡大などによる経営安定に取り組む。

○水産業の経営安定

水産振興課

・水産業の担い手の確保・育成につなげるため、地域ぐるみでの取組みを進め、水産基盤の総合
的・計画的な整備、水産資源の管理・回復を行うとともに、強い経営体づくりに取り組む。

〇農林水産物の消費・販路拡大による農林水産業の活性化

水産農林政策課

・生産者や食に携わる関連事業者、消費者等との連携の強化や、地域と市民や観光客等との交流
の推進を図りながら、重点品目である「なつたより」、「長崎和牛・出島ばらいろ」
、「長崎の魚」
を中心に、
「長崎ならでは」の商品・料理メニューの開発や魅力向上などによる販路拡大を行い、
消費拡大を図る。
農業振興課
水産振興課

〇新規就業者の定着

・新たな担い手の育成のため、人材育成研修や交付金などにより、意欲のある農林水産業者の確
保・育成に取り組む。

○労力支援のマッチング

農業振興課

・農家の農繁期における労力不足を解消するため、労力を提供できる人材に農家が必要とする作
業を習得させ、希望時期に労力を派遣できる体制整備を図る。

民間と連携した取組み
○長崎都市経営戦略推進会議との連携（Ａ－２再掲）

商業振興課

・魚の美味しいまち長崎ワーキングチーム及び「長崎かんぼこ王国」を軸とし、長崎の地域資源
である魚や水産物練り製品を活かして、観光客の誘客につなげるための「食と観光」を結びつけ
た水産物の販路拡大策に取り組む。

○「魚のまち長崎応援女子会」及び「長崎の魚ＰＲ・おもてなしア
クションチーム」との連携

水産農林政策課

・
「魚のまち長崎応援女子会」や「長崎の魚ＰＲ・おもてなしアクションチーム」と連携し、長崎
の地域資源である「魚」の魅力向上を図ることで、
「魚の美味しいまち長崎」の認知度向上と消費
拡大に取り組む。

39

○浜の活力再生プラン38や広域浜プラン39の推進

水産振興課

・漁業者及び漁協並びに行政機関が協力し、浜の活力再生プランや広域浜プランを実践すること
により、漁業者の所得向上、浜の活性化を図る。

民間の取組み
取組内容

取組主体

◇農林漁業者の経営支援

金融機関

◇就農支援資金・就農研修資金などの融資

金融機関

◇輸出拡大に向けた流通・販売強化

産業界

◇農業と福祉の連携

産業界

38

「浜の活力再生プラン」
：浜の活力を上げるため、個々の地域の現状に合わせて「将来自分たちのあるべき姿」
「取り組むべき課題」を考え、各浜の実態に合わせた漁家所得を向上させる取組みをまとめたもの。
39

「広域浜プラン」
：広域な漁村地域が連携して、浜の機能再編や中核的担い手の育成、漁船漁業の構造改革を推
進するための取組みをまとめたもの。

40

施策Ａ―４
基本基本目標

商業を中心としたサービス業への支援
主管課

商業振興課

施策の方針
商業を中心としたサービスをはじめとする内需型産業の活性化を促進することで、域内での経済好
循環を推進するとともに、まちなかにおける商業の活性化に取り組む。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

歩行者通行量(日曜)
中心市街地の商店街内総店舗数

直近値

目標値

147,100 人

154,500 人

(26 年度)

(31 年度)

2,268 店

2,268 店

(26 年度)

(31 年度)

具体的な取組み
○商店街組織の運営強化

商業振興課

・商店街組織の主体的・持続的な取組みを促すため、商店街におけるマネジメント手法によるＰ
ＤＣＡサイクルを基にした活性化プランの策定及び体制づくりを行う。また、県の「地域拠点商
店街支援」と連携を図りながら推進する。

○商店街の活性化

商業振興課

・商店街組織が行う空き店舗等の活用や商店街の賑わい創出に向けたソフト事業、商店街の機能
向上に向けた共同施設等のハード整備による商店街の活性化を図るための取組みを支援する。ま
た、県の「地域拠点商店街支援」と連携を図りながら推進する。

民間と連携した取組み
○中小企業者の経営基盤の安定と強化（Ａ－１、Ａ－２、Ａ－６再
掲）

商業振興課

・中小企業者の円滑な資金確保のための融資制度を市、取扱金融機関、信用保証協会が三位一体
となって設け、中小企業者の経営基盤の安定と強化を支援する。
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○中心市街地活性化協議会40との連携

商業振興課

・商業者団体、交通事業者、金融機関、大学、行政等、中心市街地のまちづくりに関わる様々な
団体で構成される中心市街地活性化協議会の活動を通して、中心市街地活性化基本計画を効果的
に推進する。

○長崎市中央卸売市場ブランド「ながさき市場じまん」41による小
売店の活性化

中央卸売市場

・市場内事業者と長崎市で構成する中央卸売市場活性化推進委員会が産地と協力して創設した
「ながさき市場じまん」の拡充を図り、小売店の活性化に資する。

民間の取組み
取組内容

取組主体
金融機関、産業界、

◇事業再生支援への取組み

中小企業支援機関
金融機関、産業界、

◇中小企業の経営支援

中小企業支援機関

◆ながさきビッグデータ研究会（中小企業等がビッグデータをビジネスに
活用）

産業界、大学
新大工町地区市街地
再開発準備組合、

◇市街地再開発事業（商業施設）の取組み

浜町地区市街地再開
発準備組合

40

「中心市街地活性化協議会」
：行政、商工団体、商店街、交通事業者、金融機関、大学、ＮＰＯ等、中心市街地
に関係する様々な団体で構成され、中心市街地活性化に関する事業の総合調整や事業の推進に関すること、及び
市が策定する基本計画の実効性に寄与することなど、まちづくりを総合的に推進する組織。
41

「ながさき市場じまん」
：長崎市中央卸売市場が持つ豊富な商品情報や知識等の強みを活かした、長崎市場が扱
う青果物の推奨品をブランド化した商品。長崎甘姫みかん等。
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施策Ａ―５
基本基本目標

創業の支援
主管課

産業雇用政策課

施策の方針
地域密着型企業の立ち上げの支援、第二創業者に対する支援、ビジネスマッチングの促進、ベンチ
ャー企業への技術開発等の助成など、地域の特性を踏まえた創業のための包括的支援を推進する。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

創業サポート長崎支援による創業者数

直近値

目標値

108 者

150 者

(26 年度)

(31 年度)

具体的な取組み
○産学連携を通じた創業支援

産業雇用政策課

・産学連携を推進し、大学等の持つ研究成果を活用した創業・新事業展開を支援することにより、
長崎市にこれまでなかった新たなしごとを連鎖的に創出し、経済の活性化を図る。また、県の創
業支援の取組みと連携を図りながら推進する。

商業振興課
産業雇用政策課

○創業に向けた経営基盤の安定と強化

・産業競争力強化法42に規定する創業者に対して、事業の実施のために必要となる資金の融資や
広報手段であるホームページの開設補助を行う。

○新たな分野へ進出する企業の支援（Ａ－１再掲）

産業雇用政策課
環境政策課

・経済成長分野の有力候補とされている環境・新エネルギーなど新分野への参入を促進するため、
「海洋エネルギー関連産業」の集積を図り、市内企業の当該分野への進出を支援することで、分
散型エネルギーの開発と利用を進め、域内経済の活性化を図る。

42

「産業競争力強化法」
：日本の産業を中長期にわたる低迷の状態から脱却させ、持続的発展の軌道に乗せるため、
産業競争力の強化に関する施策を総合的かつ一体的に進めるための法律。
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民間と連携した取組み
○創業サポート長崎（Ａ－６再掲）

産業雇用政策課

・行政、金融機関、産業関係団体等全 13 機関からなる創業支援チーム体制により、創業希望者
や創業５年未満の方に対し、それぞれの専門知識を活かして個別相談、融資、創業セミナーなど
の支援を行う。

○長崎海洋産業クラスター形成推進協議会との連携

産業雇用政策課

・長崎海洋産業クラスター形成推進協議会と連携を図り「海洋エネルギー関連産業」の集積を推
進する。

民間の取組み
取組内容

取組主体
金融機関、産業界、

◇創業・第二創業支援

中小企業支援機関

◇大学と連携したビジネス創造交流会

金融機関

◇創業者向けファンドによる支援

金融機関
金融機関、産業界、

◇創業支援事業計画への参画

中小企業支援機関

◇長崎県よろず支援拠点（中小企業・小規模事業者の経営相談所）

中小企業支援機関

◇地域連携支援センター運営

大学

◇ベンチャー創出への取組み

大学

民間からのアイデア
関係業界案
取組内容
産

学

官

金

大学生の創業支援

●

●

●

●

創業活性化策（イベント、相談機能充実、補助メニュー）

●

●

●

ソーシャルビジネス支援

●

●

●

●

●

●

●

大学発ベンチャー創出・育成

●

起業家の誘致（税の軽減等インセンティブ付与）
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●

労

言

他

施策Ａ―６
基本基本目標

中小企業の経営基盤の強化
主管課

産業雇用政策課

施策の方針
市内中小企業と深く関わりのある商工会議所をはじめとした各関係団体と横断的に連携し、事業者
の販路拡大や円滑な事業継承といった事業者が抱える課題の解決を支援する。
特に、商工会議所等が取り組む小規模事業者を対象とした国からの認定事業である「経営発達支援
計画43」について、連携した支援を行う。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

長崎商工会議所による小規模事業者に対する事業計画策定・支援普及実施件
数

直近値

目標値

145 件

200 件

（26 年度）

（31 年度）

具体的な取組み
○多様な企業ニーズへの対応

産業雇用政策課

・技術指導や金融相談、雇用促進に係るコーディネーターを配置し、中小企業や創業者のニーズ
に迅速かつ的確に対応する。

○企業の経営力強化（Ａ－１再掲）

産業雇用政策課

・長崎市中小製造業の技能・技術及び生産性向上に資する、人材育成や生産管理の適正化を推進
し、ものづくり企業としての競争力及び経営基盤の強化を図る。
・事業を拡大する地場企業の設備投資や雇用に対する奨励金を交付することで、雇用の受け皿を
確保する。また、県の企業誘致の取組みと連携を図りながら推進する。

民間と連携した取組み
○中小企業者の経営基盤の安定と強化（Ａ－１、Ａ－２、Ａ－４再掲）

商業振興課

・中小企業者の円滑な資金の確保のための融資制度を市、取扱金融機関、信用保証協会が三位一
体となって設け、中小企業者の経営基盤の安定と強化を支援する。

43

「経営発達支援計画」
：
「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」に基づき、商工会や商
工会議所が、小規模事業者による事業計画の作成及びその着実な実施を支援することや、展示会の開催などの面
的な取組みを促進するために作成するもののうち、技術の向上、新たな事業分野の開拓といった経営の発達に特
に資するものについて、国（経済産業大臣）が認定するもの。
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産業雇用政策課
商業振興課

○市内企業を支援する関係団体との連携

・市内企業を支援する各関係団体と定期的に情報交換を開催し、各団体が実施している取組みを
共有することで、商工団体や他の支援機関と有機的に連携し、相互の情報共有、支援施策の発信
等を通じて、地域の商工業者が行う新たな顧客層の開拓、商品開発、国内外の販路開拓・拡大等
を支援する。
商業振興課
産業雇用政策課

○「経営発達支援計画」を通じた連携

・長崎商工会議所等が「経営発達支援計画」のもと実施する、小規模事業者を対象とした事業計
画の策定や販路拡大等の支援について連携して取り組む。

○創業サポート長崎（Ａ－５再掲）

産業雇用政策課

・行政、金融機関、産業関係団体等全 13 機関からなる創業支援チーム体制により、創業希望者
や創業５年未満の方に対し、それぞれの専門知識を活かして個別相談、融資、創業セミナーなど
の支援を行う。

民間の取組み
取組内容

取組主体

◆小規模事業者の事業計画づくりへのアドバイス及びフォローアップ
◆商談会や専門家と連携したセミナーの充実

産業界
中小企業支援機関
産業界

◇地場中小企業の販路拡大、経営力強化及び新分野進出等への支援

産業界
中小企業支援機関
産業界

◇創業・新分野進出・事業継承等への支援

中小企業支援機関

◇経営基盤の安定・強化のための資金調達支援

産業界
中小企業支援機関
産業界

◇商店街等の活性化に向けた支援

中小企業支援機関
産業界

◇大学等研究機関とのマッチング支援

中小企業支援機関
産業界

◇事業引継ぎ支援センター運営

中小企業支援機関
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施策Ａ―７
基本基本目標

労働環境の改善
主管課

産業雇用政策課

施策の方針
従来の働き方を見直し、女性の活躍促進を図るとともに、働きたい人が働きやすい社会の実現に向
けて、企業等が企業規模（従業員数、資本金）にかかわらず、仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・
バランス）に経営戦略として取り組める環境をつくる。
行政（市）は、企業等のワーク・ライフ・バランスの取組みが経営にもたらすメリットについての
理解を広め、企業等の取組みを促すことによって労働環境の改善を図り、併せて、ワーク・ライフ・
バランスに取り組む企業の情報を発信することによって、地元企業への就職を促進する。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

１人当たり月平均総実労働時間(県内の５人以上事業所)［暦年］
就業規則を規定している企業の割合［県内の 30 人未満事業所］
長崎県内における大卒者の入職後３年間の離職率
長崎県内における高卒者の入職後３年間の離職率

直近値

目標値

149.7 時間

145.0 時間

(25 年)

(31 年)

90.8％

92.0％

(25 年度)

(31 年度)

38.8％

32.1％

(26 年度)

(31 年度)

46.3％

36.5％

(26 年度)

(31 年度)

具体的な取組み

○ワーク・ライフ・バランスの推進（Ｃ－３再掲）

産業雇用政策課
商業振興課
人権男女共同参画室

・ワーク・ライフ・バランスに取り組む企業に係る情報を発信することによって、企業等の理解
や取組みの更なる促進、労働環境の改善を図る。併せて、ＵＩＪターン44就職希望者等へ向けて
情報を発信し、地元企業への就職を促進する。

●若年者の正社員化支援（Ａ－８、Ｃ－１再掲）

産業雇用政策課

・非正規雇用の若年者を正社員化する事業者を、国（長崎労働局（ハローワーク）
）の制度を活
用することにより支援することで、安定した雇用環境の確保と若年層の地元定着を図る。

44

「ＵＩＪターン」
：大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称のこと。Ｕターンは出身地に戻る形態、Ｊタ
ーンは出身地の近くの地方都市に移住する形態、Ｉターンは出身地以外の地方へ移住する形態をさす。
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民間と連携した取組み
●広報活動の強化

産業雇用政策課

・商工会議所等経済団体を通じ、経営者向けの啓発事業を行う。

民間の取組み
取組内容

取組主体

◇労働組合福利共済活動、組合員への融資

金融機関
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施策Ａ―８
基本基本目標

地元就職・定着に向けた取組み
主管課

産業雇用政策課

施策の方針
景気回復に伴い、地場企業では採用を増やしたいという希望があるにもかかわらず、新卒者は仕事
を求めて県外へ流出していることから、ハローワークと連携しながら、求職者のニーズに合わせた情
報提供、新卒者等への就職支援、求人企業の人材確保に対する支援に取り組む。
また、県外に進学した新卒者やＵターン希望者等が地場企業への就職に前向きになるよう、ＵＩＪ
ターン就職促進への取組みを進めるとともに、地場企業の認知度向上による採用増に向けた支援や長
崎市の基幹産業である造船造機技術の習得に向けた支援等を行うことで、地元就職・定着に向けた取
組みを行う。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

直近値

事務的職業の年間平均有効求人倍率(ハローワーク長崎管内)
地場企業の新卒採用調査における市外からのＵＩＪターン就職者数［累計］

目標値

0.26

0.30

(26 年度)

(31 年度)

163 人

870 人

(26 年度)

(31 年度)

具体的な取組み
○学生等の地元定着（Ｂ－１、Ｂ－５、Ｃ－１再掲）

産業雇用政策課

・大学・短大・専門学生と地元企業とが一堂に会する機会を設けることで、学生に対しては積極
的な就職活動の意識の醸成及び地元企業の認知度向上等を図り、企業に対しては学生の就職意識
の把握による採用促進及び企業宣伝の場の提供を図る。
・合同企業面談会や就職情報等の周知、広報活動を行い、就業機会の拡大を図るとともに、県外
開催の企業面談会に出展する中小企業者を支援することで、ＵＩＪターン等による地元定着につ
なげる。
・長崎地域造船造機技術研修センターが実施する研修事業を支援することで、次代を担う造船造
機関連企業の新規採用者等に技術・技能の伝承を通じた地元就職・定着を図る。

●若年者の正社員化支援（Ａ－７、Ｃ－１再掲）

産業雇用政策課

・非正規雇用の若年者を正社員化する事業者を、国（長崎労働局（ハローワーク）
）の制度を活
用することにより支援することで、安定した雇用環境の確保と若年層の地元定着を図る。
・人材不足が深刻な建設業界に対し、技術の継承のための研修等を通じて正規雇用化及び若年労
働者の育成・確保を図ることで地元定着につなげる。
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○求職者の地元就職のための受け皿確保（Ａ－９、Ｂ－１再掲）

産業雇用政策課

・事業を拡大する市外企業を誘致し、設備投資や雇用に対する奨励金を交付することで、市内で
の雇用の受け皿拡大につなげる。また、県の企業誘致の取組みと連携を図りながら推進する。

○ＵＩＪターン就職促進

産業雇用政策課

・県外開催の企業面談会等に出展する中小企業を支援し、中小企業の人材確保に連携して取り組
む。
・関係機関と連携し、首都圏や福岡都市圏等の大学等へ長崎市の仕事や生活に関する情報提供や
ＵＩＪターン就職に関する広報・啓発を行う。また、県による首都圏や福岡都市圏の大学との就
職支援協定の締結、連携事業といった取組みと連携を図りながら推進する。

●地場企業の知名度向上（Ｃ－１再掲）

産業雇用政策課

・地場企業の紹介番組のテレビ放送やインターネット配信等を行い、市民への認知度を高め、地
元への雇用を促す。

民間と連携した取組み
●地場企業と連携した周知活動（Ｂ－１、Ｃ－１再掲）

産業雇用政策課

・採用を増やしたい企業と連携し、紹介番組「キラリ☆カンパニー」の作成や、学生との交流の
場である「ジョブコミュニケーション」を開催し、地場企業の認知度向上を図る。

○長崎都市経営戦略推進会議との連携（Ｂ－５、Ｃ－１再掲）

産業雇用政策課

・産学官連携ワーキングチームを軸として、インターンシップ45推進協議会と連携し、地元学生
や留学生の定着向上に取り組む。

民間の取組み
取組内容

取組主体

◇若者のしごと体験

教育機関、労働局

◇企業の体験学習

産業界

◇インターンシップ（コーチング技術を中小企業に伝える）
◇モノづくり体験による中小企業と学生との交流
◇企業の魅力の見える化支援や認知度アップ

大学
金融機関
産業界

45

「インターンシップ」
：在学中に企業などにおいて、自らの専攻や、将来のキャリアに関連した就業体験を行う
こと。
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民間からのアイデア
関係業界案
取組内容
産

学

高校生を中心に市内企業の採用ガイドブック作成

●

●

地元に就職する学生向けの奨学金の創設

●

●

子ども向けの就労体験の充実

●

●
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官

金

●

●

労

言

他

施策Ａ―９
基本基本目標

企業誘致の推進
主管課

産業雇用政策課

施策の方針
長崎市の産業の発展に寄与する業種や集積が乏しい業種について、積極的に市外からの企業立地を
進めるとともに、企業立地用地の確保並びにオフィス系企業向けの物件確保を行うことで、新たな企
業立地を促し、雇用の拡大や所得の向上につなげる。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

企業誘致に伴う新規雇用者数［累計］

直近値

目標値

772 人

2,410 人

(26 年度)

(31 年度)

具体的な取組み
〇求職者の地元就職のための受け皿確保（Ａ－８、Ｂ－１再掲）

産業雇用政策課

・事業を拡大する市外企業を誘致し、設備投資や雇用に対する奨励金を交付することで、市内で
の雇用の受け皿拡大につなげる。また、県の企業誘致の取組みと連携を図りながら推進する。

○雇用を生み出す企業の進出のための基盤整備（Ｂ－１再掲）

産業雇用政策課

・九州新幹線西九州ルートのトンネル工事に伴う発生土を活用して、田中町（卸団地横）におい
て、企業立地用地の整備を行い、企業進出のための用地を確保する。
・公共施設マネジメント等で発生する遊休市有地を企業立地用地として活用を図る。
・オフィス系企業の受け皿となるオフィスビルが著しく不足していることから、民間のオフィス
ビル建設に対する助成制度により、その受け皿を確保し、企業誘致を推進する。また、県の企業
誘致の取組みと連携を図りながら推進する。

民間と連携した取組み
○金融機関との企業立地に係る包括連携

産業雇用政策課

・企業誘致に関する企業情報及び物件情報等について、金融機関と連携し、より機動性のある企
業誘致に取り組む。
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民間からのアイデア
関係業界案
取組内容
産

学

官

空き家をサテライトオフィスとして活用した企業誘致

●

●

成長産業などを見極めた企業誘致

●

●
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金

労

言

他
●

●

基本目標Ｂ
基本基本目標

新しいひとの流れをつくる

現状と課題
長崎市の社会動態46は、福岡県や首都圏を中心に人口流出が続いており、県庁所在市として県内の人
口流出を食い止める役割、いわゆる「人口ダム機能」は、長崎市は九州の中でも非常に低い状況にあ
る。なお、人口流出は 15 歳から 29 歳までの若年層が中心であり、主に進学、就職、結婚を機に転出
している。
また、東京在住者の約４割が地方への移住を希望しているが、住まいとしごとの問題が移住に関し
ての障壁となっている。

基本的方向
移住定住希望者の視点に立ち、長崎県・市町共同で設立予定の長崎県移住促進センター（仮称）47の
活用などにより、雇用や就業、住まい等の移住の受け皿に関する総合的な相談体制の充実を図るとと
もに、長崎で暮らすことの魅力を発信することで長崎への多様な人材の還流と確保に取り組む。
併せて、特に若者が長崎で学ぶ魅力の向上に努めるとともに、教育機関、産業界等と連携し、人材
育成と学卒者の地元定着に取り組む。

数値目標
指

標

社会移動数［暦年］

直近値

目標値

△1,044 人

△900 人

(26 年)

(31 年)

施 策
Ｂ－１
Ｂ－２
Ｂ－３
Ｂ－４
Ｂ－５

ＵＩＪターン者への雇用の確保
農林水産業への就業促進
住まいに関する支援
長崎で暮らす魅力の発信
長崎で学ぶ魅力の向上

46

「社会動態」
：転入、転出に伴う人口の動き（社会動態＝転入数－転出数）
。

47

「長崎県移住促進センター（仮称）
」
：長崎県及び県内全市町の協働で移住促進のため設立。長崎（県庁内）に４

名、東京（ＮＰＯ法人ふるさと回帰支援センター）に２名の選任相談員を常駐させ、無料職業紹介や住宅、生活
情報などを提供するもの。
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施策Ｂ―１
基本基本目標

ＵＩＪターン者への雇用の確保
主管課

産業雇用政策課

施策の方針
ＵＩＪターンにより長崎市への定住を希望する人材が安心して就職できるよう、安定的な雇用の場
の確保に取り組む。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

地場企業の新卒採用調査における市外からのＵＩＪターン就職者数［累計］
企業誘致に伴う新規雇用者数［累計］

直近値

目標値

163 人

870 人

(26 年度)

(31 年度)

772 人

2,410 人

(26 年度)

(31 年度)

具体的な取組み
○求職者の地元就職のための受け皿確保（Ａ―８、Ａ－９再掲）

産業雇用政策課

・事業を拡大する市外企業を誘致し、設備投資や雇用に対する奨励金を交付することで、市内で
の雇用の受け皿拡大につなげる。また、県の企業誘致の取組みと連携を図りながら推進する。

○雇用を生み出す企業の進出のための基盤整備（Ａ－９再掲）

産業雇用政策課

・九州新幹線西九州ルートのトンネル工事に伴う発生土を活用して、田中町（卸団地横）におい
て、企業立地用地の整備を行い、企業進出のための用地を確保する。
・公共施設マネジメント等で発生する遊休市有地を企業立地用地として活用を図る。
・オフィス系企業の受け皿となるオフィスビルが著しく不足していることから、民間のオフィス
ビル建設に対する助成制度により、その受け皿を確保し、企業誘致を推進する。また、県の企業
誘致の取組みと連携を図りながら推進する。

○学生の地元定着（Ａ―８、Ｂ―５、Ｃ―１再掲）

産業雇用政策課

・合同企業面談会や就職情報等の周知、広報活動を行い、就業機会の拡大を図るとともに、県外
開催の企業面談会に出展する中小企業者を支援することで、ＵＩＪターン等による地元定着につ
なげる。
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民間と連携した取組み
●地場企業と連携した周知活動（Ａ―８、Ｃ―１再掲）

産業雇用政策課

・採用を増やしたい企業と連携し、紹介番組「キラリ☆カンパニー」の作成や、学生との交流の
場である「ジョブコミュニケーション」を開催し、地場企業の認知度向上を図る。

民間の取組み
取組内容

取組主体

◇人材派遣会社との連携による人材確保

金融機関
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施策Ｂ―２
基本基本目標

農林水産業への就業促進
主管課

農業振興課

施策の方針
就業者の高齢化等による従事者の減少により、農林業、水産業が衰退しており、これら第１次産業
従事者が居住する地域は、特に担い手を必要とする地域であることから、地域活性化のため、ＵＩＪ
ターンなど新規就業者の確保・育成に取り組む。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

認定新規就農者数［累計］

新規漁業就業者数［累計］

直近値

目標値

２人

22 人

(26 年度)

(31 年度)

17 人

27 人

(26 年度)

(31 年度)

具体的な取組み
農業振興課
水産振興課

○農林水産業への就業促進

・就業者の減少に歯止めをかけ、農山漁村の活力を生み出すため、ＵＩＪターンなど新規就業者
の確保・育成に取り組む。

○移住希望者に対するサポート（Ｂ－４再掲）

地域振興課

・長崎県移住促進センター（仮称）との連携により長崎の情報を移住希望者に提供したり、都心
で開催する移住相談会や企業面談会に参加して移住希望者と直に接するとともに、ながさき定住
支援センター48が窓口となり、移住希望者のサポートに取り組む。

民間の取組み
取組内容

取組主体

◇就農支援資金・就農研修資金などの融資

金融機関

◇新・農業人フェアへの参加

産業界

◇漁業就業者フェアへの参加

産業界

48

「ながさき定住支援センター」
：仕事や生活など様々な相談に迅速・的確に対応できるための定住推進に関わる
長崎市のワンストップ窓口。
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民間からのアイデア
関係業界案
取組内容
産
ＵＩＪターン者向けのお試し就農支援

●

58

学

官
●

金

労

言

他

施策Ｂ―３

住まいに関する支援
主管課

住宅課

施策の方針
移住定住希望者の生活において必要な住まいに関する支援を行うことで、移住定住の促進を図る。
住まいについて、利用者の多様なニーズに応じ、民間の空き家・空き地等を紹介するとともに、地
域住民等と連携して、
「お試し居住」など移住のきっかけづくりから定住までのプロセスを確立する。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

直近値

支援事業を活用した移住件数［累計］

目標値

０件

34 件

(26 年度)

(31 年度)

具体的な取組み
●空き家・空き地を活用した移住定住の促進

住宅課

・
「空き家・空き地バンク」を拡充し、多様な目的や需要に合わせた情報提供を行い、また、移
住定住の際の活用へ向けたリフォーム補助等住まいに関する支援を行う。

○移住準備のための支援

地域振興課

・長崎市への本格移住のための支援を行うために、中長期滞在型施設を提供する。

●地域と連携した移住定住の促進

琴海行政センター

・地域住民等との連携により移住定住希望者の受入態勢を充実させるほか、移住定住希望者
に対して、滞在施設の提供や、地域住民等との関わりへの積極的なサポート等を行い、スム
ーズな移住定住の促進を図る。

民間と連携した取組み
●空き家等の活用促進

住宅課

・空き家を借家、民宿などに移行するシステムの構築を行政で行うとともに、借家、民宿などの
活かし方を民間が主体となって考える連携した取組みを行う。
・空き家調査及び空き家を活用した移住・定住の受け皿となる住宅、学生向けシェアハウス等、
空き家の利活用に関する取組みを進める。
・長崎県空き家再生プロジェクトと連携することで、長崎らしい景観がある地域の空き家を有効
活用し、若者・移住者の創業･定住を推進し、地域の活性化を図る。
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民間の取組み
取組内容

取組主体

◆賃貸・売買用空き家・空き地の情報提供

不動産業界

◆空き家活用リフォームローン

金融機関

民間からのアイデア
関係業界案
取組内容
産
空き家・空き店舗を活用した各種イベント、移住体験ツアー

学

●

移住体験に関する仮住まい制度（市営住宅等の活用）
空き家を活用した創業（カフェ、下宿、民泊等）
空き家を活用した若者と高齢者のシェアハウス
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官

金

●

●

労

言

他

●
●

●

●

●

●

●

●
●

施策Ｂ―４
基本基本目標

長崎で暮らす魅力の発信
主管課

地域振興課

施策の方針
移住定住希望者には仕事志向や余暇志向など個々の多様なニーズがあるため、移住定住者向け支援
策をはじめ、長崎市の様々な魅力や行政サービスの情報を総合的に発信するとともに、長崎県移住促
進センター（仮称）や地域おこし協力隊49等と連携しながら長崎の魅力を伝え、住みたい、住み続けた
いまち・長崎をアピールする。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

ホームページ閲覧件数［累計］
「ながさき暮らし」の推進による移住者数［累計］

直近値

目標値

０件

30,000 件

（26 年度）

(31 年度)

３件

22 件

（26 年度）

（31 年度）

具体的な取組み
【新】移住定住者向けホームページの開設

地域振興課

・移住定住者向けのホームページを新たに開設することで、長崎に移住定住を希望する人が検討
するために必要な情報（支援策）を総合的に提供するしくみを構築する。

○移住希望者に対するサポート（Ｂ－２再掲）

地域振興課

・長崎県移住促進センター（仮称）との連携により長崎の情報を移住希望者に提供したり、都心
で開催する移住相談会や企業面談会に参加して移住希望者と直に接するとともに、ながさき定住
支援センターが窓口となり、移住希望者のサポートに取り組む。

○地域おこし協力隊による長崎の魅力発信

地域振興課

・地域おこし協力隊の活動において、地域の魅力を発掘・発信することで、地域の活性化及び長
崎の魅力アピールにつなげる。

49

「地域おこし協力隊」
：３大都市圏をはじめとする都市住民を地域の担い手として受け入れ、地域の活性化や隊
員自身の移住を促進する。長崎市では、高島・野母崎・伊王島・外海・琴海の５地区に１名ずつ配置している。
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民間の取組み
取組内容

取組主体

◇ＵＩターン促進事業（「長崎移住アドバイザー」、移住者に対する融資支
援 等）

金融機関

民間からのアイデア
関係業界案
取組内容
プロモーションムービーを活用した長崎の魅力発信
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産

学

官

●

●

●

金

労

言

他

●

●

施策Ｂ―５
基本基本目標

長崎で学ぶ魅力の向上
主管課

都市経営室

施策の方針
長崎市及びその近辺（以下「長崎地域」という。）の大学等の魅力向上につながる取組みを支援し、
その魅力を情報発信することで長崎地域の大学等への進学を促進する。また、地元企業等とも連携を
図り、地域の未来を担う人材を育成し、卒業後も地元に定着する取組みを推進する。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

直近値

県内大卒者の県内就職者数
（※県内就職率 10 ポイント増）

（※Ａから再掲）

目標値

1,055 人

1,200 人

(26 年度)

(31 年度)

具体的な取組み
都市経営室
国際課

○長崎地域の大学への進学促進

・長崎地域の大学と連携し、各大学の特色やユニークな取組みを学生が発表する「キラキラ！七
色大学！」を開催し、その魅力を発信することにより、中・高校生やその保護者等に対し、地元
での進学を考える機会を提供する。
・ボランティア参加を希望する長崎地域の大学の学生と地域でボランティアの機会を提供する団
体をつなぐ、「游学のまち de やってみゅーで“Ｕ－サポ”50」の取組みにより、学生の社会活動
への参加を支援することで、長崎地域で学ぶ学生の人間的成長を促す場としての魅力向上を図
る。
・大学等のグローバル化に併せ、学生数の増にもつながる留学生の増加を図るため、産学官が一
体となって設立した「長崎留学生支援センター」の活動を中心に、留学生の各種支援策に取り組
む。

○学生の地元定着（Ａ－８、Ｂ－１、Ｃ－１再掲）

都市経営室
産業雇用政策課

・学生の視点を活かした企業紹介パンフレットを作成し、地元企業の魅力を情報発信することで、
学生の地元企業への理解を深め、地元での就職を考える機会を提供する。
・大学・短大・専門学生と地元企業とが一堂に会する機会を設けることで、学生に対しては積極
的な就職活動の意識の醸成及び地元企業の認知推進等を図り、企業に対しては学生の就職意識の
把握による採用促進及び企業宣伝の場の提供を図る。
・合同企業面談会や就職情報等の周知、広報活動を行い、就業機会の拡大を図るとともに、県外
開催の企業面談会に出展する中小企業者に対し、経費の一部を助成し参加を促すことで、ＵＩＪ
ターン等による地元定着につなげる。

50

「游学のまち de やってみゅーで“Ｕ－サポ”
」
：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
を提供する団体をつなぐ取組み。長崎大学のボランティア活動支援「やってみゅーでスク」のしくみを、平成 23
年度から長崎市の事業(通称：Ｕ－サポ)として長崎地域の７大学に拡大して実施している。
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民間と連携した取組み
○大学との連携

都市経営室

・大学と包括連携協定等を締結する等、様々な分野で連携・協力し、それぞれが有する資源や機
能等の効果的な活用を図りながら、地域社会の発展と人材育成に向けて取り組む。

●「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業51（ＣＯＣ＋）」に
よる若者の地元定着

都市経営室

・ＣＯＣ＋大学52や事業協働機関53と連携し、人材を育成し、学卒者の地元定着に向けて取り組む。

○長崎都市経営戦略推進会議との連携（Ａ－８、Ｃ－１再掲）

産業雇用政策課

・産学官連携ワーキングチームを軸として、インターンシップ推進協議会と連携し、地元学生や
留学生の定着向上に向けた取組みを行う。

民間の取組み
取組内容

取組主体

◇大学の魅力向上（大学と地域等との連携、「長崎学」の講義、学部・学
科の再編等）

大学

◇地域連携研究会（旧東長崎エコタウン研究会）の開催

大学

51

「地（知）の拠点大学による地方創生推進事業」
：地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積を目的とした
平成 27 年度からの文部科学省所管の事業。
「地（知）の拠点整備事業（大学ＣＯＣ事業）」を発展させ、地方公共
団体や企業等と協働して、学生にとって魅力ある就職先を創出・開拓するとともに、その地域が求める人材を養
成するために必要な教育カリキュラムの改革を断行する大学の取組みを支援するもの。ＣＯＣは、Center of
Community の略。
52

「ＣＯＣ＋大学」
：ＣＯＣ＋に参加する大学・地方公共団体・企業等の取組みを取りまとめ、事業実施の中心と
なる大学であり、事業申請の際に申請者となる事業責任大学。
53

「事業協働機関」
：ＣＯＣ＋に参加し、事業に取り組む大学、地方公共団体、企業等。
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基本目標Ｃ
基本基本目標

現状と課題
長崎市の自然動態54は昭和 40 年以降減少を続けており、平成 12 年と 17 年の間を境にマイナスへと
転じている。なお、合計特殊出生率55は 1.40 と、国、県よりも低い状況で少子化が進行している。
この背景としては、独身男女のライフスタイルや結婚に対する価値観の変化などとともに、適当な
相手にめぐり会わないことや結婚資金が足りないことなどによる未婚率の上昇、また、子育てに関し
ての経済的負担等により、理想とする子どもの数を持てていないことなどが挙げられ、理想と現実の
間にギャップが生じている状況にある。なお、長崎市の希望出生率は 2.00 となっている。

基本的方向
人口減少の要因である少子化に歯止めをかけるため、結婚、妊娠・出産、子育ての希望がかなう社
会経済環境の実現をめざす。
このため、若い世代が安心して働ける雇用の場の確保による経済的安定、結婚の希望をかなえるた
めの出会いの場の創出、安心して妊娠・出産できる環境の充実に取り組む。
また、情報・相談体制の充実や子育て家庭の負担軽減、子どもや子育て家庭を地域全体で応援する
意識の醸成、学校・家庭・地域が一体となった学校教育の充実等に取り組み、子育てしやすいまちを
つくる。

数値目標
指

標

合計特殊出生率［暦年］
婚姻数［暦年］
長崎市が子育てしやすいまちだと思う保護者の割合

直近値

目標値

1.40

1.56

(26 年)

(31 年)

1,988 件

2,000 件

(24 年)

(31 年)

56.4%

65.0%以上

(26 年度)

(31 年度)

施 策
Ｃ－１
Ｃ－２
Ｃ－３
Ｃ－４

若い世代の経済的安定
結婚、妊娠、出産の支援
子育て環境の充実
学校教育の充実

54

「自然動態」
：出生、死亡に伴う人口の動き（自然動態＝出生数－死亡数）
。

55

「合計特殊出生率」
：一人の女性が一生に生む子どもの平均数（出産可能年齢（15～49 歳）の各年齢ごとの出生
率の合計）
。
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施策Ｃ―１
基本基本目標

若い世代の経済的安定
主管課

産業雇用政策課

施策の方針
若い世代が希望どおり結婚し、理想の子どもが持てるような収入を確保する観点から、若者や非正
規雇用労働者の安定雇用を実現し、地域の若者の自立を促進するため、国(長崎労働局(ハローワーク))
や県と連携し、新卒者等、特に若年層を中心とした若い世代への就職支援、若年層の早期離職の防止・
職場定着を推進するとともに、正規雇用に取り組む事業主への支援を強化していく。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

県内大卒者の県内就職者数
（※県内就職率 10 ポイント増）

（※Ａから再掲）

ハローワーク長崎管内における高卒者の県内就職者数
（※県内就職率 70％目標） （※Ａから再掲）
長崎県内における大卒者の入職後３年間の離職率（※Ａ-７から再掲）
長崎県内における高卒者の入職後３年間の離職率（※Ａ-７から再掲）

直近値

目標値

1,055 人

1,200 人

(26 年度)

(31 年度)

577 人

600 人

(26 年度)

(31 年度)

38.8％

32.1％

(26 年度)

(31 年度)

46.3％

36.5％

(26 年度)

(31 年度)

具体的な取組み
●若年者の正社員化支援（Ａ－７、Ａ－８再掲）

産業雇用政策課

・非正規雇用の若年者を正社員化する事業者を、国（長崎労働局（ハローワーク）
）の制度を活
用することにより支援することで、安定した雇用環境の確保と若年層の地元定着を図る。

○学生等の地元定着（Ａ－８、Ｂ－１、Ｂ－５再掲）

産業雇用政策課

・大学・短大・専門学生と地元企業とが一堂に会する機会を設けることで、学生に対しては積極
的な就職活動の意識の醸成及び地元企業の認知推進等を図り、企業に対しては学生の就職意識の
把握による採用促進及び企業宣伝の場の提供を図る。
・合同企業面談会や就職情報等の周知、広報活動を行い、就業機会の拡大を図るとともに、県外
開催の企業面談会に出展する中小企業者を支援することで、ＵＩＪターン等による地元定着につ
なげる。
・長崎地域造船造機技術研修センターが実施する研修事業を支援することで、次代を担う造船造
機関連企業の新規採用者等に技術・技能の伝承を通じた地元就職・定着を図る。
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●地場企業の知名度向上（Ａ－８再掲）

産業雇用政策課

・地場企業の紹介番組のテレビ放送やインターネット配信等を行い、市民への認知度を高め、地
元への雇用を促す。

民間と連携した取組み
●地場企業と連携した周知活動（Ａ－８、Ｂ－１再掲）

産業雇用政策課

・採用を増やしたい企業と連携し、紹介番組「キラリ☆カンパニー」の作成や、学生との交流の
場である「ジョブコミュニケーション」を開催し、地場企業の認知度向上を図る。

○長崎都市経営戦略推進会議との連携（Ａ－８、Ｂ－５再掲）

産業雇用政策課

・産学官連携ワーキングチームを軸として、インターンシップ推進協議会と連携し、地元学生や
留学生の定着向上に向けて取り組む。

民間の取組み
取組内容

取組主体

◇専修学校等による高校生への体験学習実施

教育機関

民間からのアイデア
関係業界案
取組内容
産
新婚夫婦への住居費等の経済的支援

学

官
●
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金

労

言

他

施策Ｃ―２
基本基本目標

結婚、妊娠、出産の支援
主管課

都市経営室

施策の方針
結婚の意思を持つ独身男女の希望をかなえていくため、民間団体における婚活 56イベントの情報発信
等の支援を行うとともに、効果的な出会いの場の創出と結婚に対する意識の醸成に取り組む。
また、安心して出産できる環境をつくるため、妊娠、出産期の健康診査、保健指導や子どもを望む
人への支援を行う。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

直近値

市に登録した企業・団体間での独身男女の交流件数［累計］

妊婦一般健康診査の受診率(11 回まで)

目標値

０件

25 件

(26 年度)

(31 年度)

92.3％

94.0％以上

(22～26 年度

(31 年度)

平均)

具体的な取組み
●独身男女の出会いの場の創出

都市経営室

・県が実施している「ながさきめぐりあい事業57」や「婚活サポートセンター58」等との連携を図
りながら、独身男女の出会いの場の創出に取り組む。

●企業・団体に所属する独身男女の出会いの場の創出

都市経営室

・セミナーの開催等により、結婚やワーク・ライフ・バランスに対する企業・団体の意識を高め
るとともに、近隣市町を含む積極的な協力体制を確立し、独身男女の交流を促進する。

56

「婚活」
：独身男女の結婚活動の略称。

57

「ながさきめぐりあい事業」
：少子化とその主な要因とされている晩婚化や未婚率の上昇に歯止めをかけるため、
独身男女のめぐりあいのきっかけづくりを提供する事業。
58

「婚活サポートセンター」
：結婚を望む独身男女の婚活を応援するため、独身者本人及び家族等からの相談窓口
となるとともに、婚活講座などを実施。
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●妊娠・出産への支援

こども健康課

・安全な妊娠・出産ができるよう、妊産婦に対する健康診査、妊娠・出産に関する保健指導や相
談支援を行う。
・子どもを望む人を支援するため、不妊治療に要する費用を助成する。

民間と連携した取組み
○民間による婚活イベント

都市経営室

・民間団体における婚活イベント（長崎コン、駅コン、寺コン等）について、関係団体等との連
携を図りながら情報発信等の支援を行う。

○産科医療機関等との連携

こども健康課

・産科医療機関等と連携して、妊娠・出産期から支援が必要な人を早期に把握し、適切な支援に
つなぐ。

民間の取組み
取組内容

取組主体

【新】中小企業等からの婚活相談の受付

金融機関
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施策Ｃ―３
基本基本目標

子育て環境の充実
主管課

子育て支援課

施策の方針
子育てしやすいまちを実現するため、子育て家庭の負担軽減、幼児期の教育、保育の量的拡大・質
的向上、放課後の子どもの居場所づくりなどに取り組むことで、子育てと仕事の両立や地域全体で子
どもや子育て家庭を応援する意識の醸成を図る。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

子どもの出生数［暦年］
保育所等定員数
放課後児童クラブ59利用可能児童数
放課後子ども教室60を実施している小学校区数
１人当たり月間平均総実労働時間（県内の５人以上事業所）［暦年］

直近値

目標値

3,289 人

3,300 人

(26 年)

(31 年)

9,566 人

11,009 人

(27 年度)

(31 年度)

5,464 人

6,300 人

(26 年度)

(31 年度)

12 小学校区

69 小学校区

(26 年度)

(31 年度)

149.7 時間

145.0 時間

(25 年)

(31 年)

具体的な取組み
○子どもの健やかな発育・発達の促進

こども健康課

・子どもの健康を守るため、乳幼児健康診査や予防接種を実施する。
・保護者への育児支援を行うため、訪問や各種教室を実施する。

○子育てに関する情報・相談体制の充実

子育て支援課

・子育て家庭への支援内容、幼稚園・保育所・放課後児童クラブなどの情報、子どもが参加でき
るイベント情報などの発信、充実に取り組む。
・子どもや保護者が相談する窓口の周知、充実に取り組む。

59

「放課後児童クラブ」
：労働等により保護者が昼間家庭にいない小学校に就学している児童の放課後等における
生活と遊びの場（概ね週６日開設）
。
60

「放課後子ども教室」
：放課後等に校区に居住するすべての小学校に就学している児童が安全安心に過ごし、多
様な体験・活動を行うことができる場（開設日は各教室ごとに異なる）
。

70

○幼児期の教育・保育の量の拡大と質の向上

幼児課

・増加する保育ニーズに対応するため、幼稚園の認定こども園61への移行や保育所の整備、定員
見直し等に取り組む。
・幼稚園教諭、保育士等の研修支援や処遇改善など質の向上に取り組む。
幼児課
子育て支援課

○多様な保育ニーズへの対応

・様々な勤務形態により多様化するニーズへ対応するため、延長保育、一時預かり、病児・病後
児保育やファミリー・サポート・センター62などの充実に取り組む。

○子育てを通した仲間づくり

子育て支援課

・乳幼児親子が、地域において交流・相談できるよう「お遊び教室」の開催や子育て支援センタ
ーの充実に取り組む。
子育て支援課
こども健康課

○家庭の子育て力向上の支援

・子育て中の保護者を対象にした講座を開催し、保護者同士で子育ての悩みを共有するとともに
子育てについて学ぶ機会を提供する。

○放課後等における児童の安全・安心な居場所づくり

こどもみらい課

・すべての児童が、安心して放課後等を過ごすことができる居場所を確保するため、放課後児童
クラブのニーズに対応するための施設整備による拡充及び運営に対する指導と支援を図るとと
もに、全小学校区への放課後子ども教室の実施拡充を図る。
幼児課
こどもみらい課

○子どもの安全を守る環境づくり

・地域で子どもたちを守るという趣旨のもと、子どもたちが安全・安心に過ごせるよう、青少年
育成協議会、ＰＴＡ、自治会などで組織する「小学校区子どもを守るネットワーク」の巡回パト
ロールや危険箇所の点検などを行う活動を推進する。
・幼稚園、保育所など子どもが過ごす場所の安全対策に取り組む。
子育て支援課
幼児課
教育委員会総務課

●子育て家庭の経済的負担の軽減

・子どもの医療費に対する助成対象の拡大、多子世帯の保育料の軽減などに取り組む。
・教育にかかる経済的支援として、就学援助や奨学金の貸与を行う。

61

「認定こども園」
：幼稚園と保育所の機能を併せ持ち、教育・保育を一体的に行う施設。

62

「ファミリー・サポート・センター」
：地域の中で子育ての援助をして欲しい人（おねがい会員）と援助をした
い人（まかせて会員）が会員となって、一時的な子育ての助け合いを行う地域住民参加型の組織。
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○ひとり親家庭への支援

子育て支援課

・ひとり親家庭の生活の支援、経済的支援、就労の支援に取り組む。

子育て支援課
こども健康課
幼児課
こどもみらい課

○子育てと仕事の両立

・保護者が安心して子育てと仕事を両立できるよう保育所や放課後児童クラブ等を整備する。ま
た、事業所内保育所の設置を企業に働きかける。
・子育てにおける母親の負担を軽減するため、父親の子育てへの参加を促進する。
住宅課
子育て支援課

●子育て家庭への住宅支援

・子育て世帯や多子世帯の市営住宅への優先入居を実施し、子育て家庭を支援する。
・家族の支え合いにより子育てしやすい環境をつくるため、子育て世代と親世代の同居等を支援
する。

○ワーク・ライフ・バランスの推進（Ａ－７再掲）

産業雇用政策課
商業振興課
人権男女共同参画室

・ワーク・ライフ・バランスに取り組む企業に係る情報を発信することによって、企業等の理解
や取組みの更なる促進、労働環境の改善を図る。併せて、ＵＩＪターン就職希望者等へ向けて情
報を発信し、地元企業への就職を促進する。

民間と連携した取組み
●企業と協働した子育て支援

子育て支援課

・子育てを応援する企業と協働し、子育て家庭の負担軽減に取り組む。

民間の取組み
取組内容

取組主体

◇各種教育ローン

金融機関

◇子どもへの暴力防止ワークショップやいじめ防止プログラム

市民団体

◇おもちゃで育むコミュニケーションサークルネットワークづくり

市民団体
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民間からのアイデア
関係業界案
取組内容
産

学

二世帯住宅（新築・リフォーム）支援
多子世帯への家賃支援

●

官

金

●

●

労

言

他

●

国の教育ローンに対する利子・保証料相当額の補助

●

子育てサークルとの連携による子育て支援

●

●

地域ぐるみでの児童の育成場所の設置（寺子屋等）

●

●

●

共働き世帯へ学生等を派遣しての育児負担軽減のしくみ構築

●

●

●

●

●

子どもの成長や命の大切さを学ぶ機会の充実
（例：誕生日の森（植林））
子育てサポート企業の認定（インセンティブ付与）

●

こどもが遊べる施設の充実（例：こどもの城（諫早市）
）

●

企業内保育所の充実

●
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●
●

●
●

●
●

施策Ｃ―４
基本基本目標

学校教育の充実
主管課

学校教育課

施策の方針
まちづくりは人づくり。そして、人づくりにおける学校教育の役割は大きく、学校・家庭・地域が
それぞれの教育効果を発揮し、
「すべての大人が総がかりで子どもたちを育てていく」ことが必要であ
る。
次代を生きる子どもたちが変化の激しい社会を生き抜くためには、確かな学力と豊かな心を育むこ
とがますます重要となっている。長崎市では、長崎ならではの特性や時代の要請に応じた、平和教育・
国際理解教育等の充実を図りながら、様々な人とのかかわりの中で子どもたち一人ひとりの個性を育
み、生涯にわたって主体的に学び続け、自信と誇りを持って長崎の未来に貢献できる社会人を育てる
ための取組みを推進する。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

直近値

全国学力・学習状況調査63で、「夢や目標を持っている」と答えた小中学生の
割合
全国学力・学習状況調査の長崎市平均正答率と全国平均正答率の差

目標値

78.5％

82.0％

(27 年度)

（31 年度）

-0.8

+0.8

(27 年度)

（31 年度）

具体的な取組み
●学力の向上

学校教育課

・長崎の未来を担う子どもが、変化の激しい社会を生き抜くためには、一人ひとりが基礎基本を
身に着け、自ら考え、自ら学び、よりよく問題を解決するための確かな学力を育むことが必要で
ある。そのために、個に応じたきめ細やかな指導や時代の要請に対応した教育活動を推進する。

○国際理解教育の推進

学校教育課

・外国との交流を積極的に取り入れた長崎の歴史的背景を活かし、国際化が進むこれからの時代
にふさわしく、自国の文化や伝統を大切にするとともに、他国の歴史や文化について理解を深め、
自ら進んで外国人と交わろうとする国際感覚豊かな子どもの育成を図る。

63

「全国学力・学習状況調査」
：文部科学省による学力や学習状況に関する調査。小学６年生と中学３年生全員を
対象に、国語と算数・数学の知識力と知識活用力の調査、学校や児童生徒への質問紙調査が行われる。
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●ＩＣＴ機器の活用

教育研究所

・今後、ますます進展する情報化社会に対応するとともに、わかる授業を実現するため、コンピ
ューターや情報通信ネットワークなどの情報手段に加え、視聴覚教材や教育機器などの教材・教
具の適切な活用を図る。
学校教育課
被爆継承課

○平和教育の推進

・原爆被爆都市としての長崎市の特殊性のもと、被爆の実相を継承し、平和の大切さを発信でき
る子どもを育成する平和教育を推進する。
教育研究所
学校教育課

●特別支援教育・相談体制の充実

・発達障害を含む障害のある子ども一人ひとりの教育的ニーズに対応する支援体制を専門機関・
大学等と連携しながら構築する。
・子どもの人格のよりよい発達をめざし、好ましい人間関係を育み、生活に適応させ、自己理解
を深めさせる教育相談体制を充実する。
・いじめ・不登校・その他の問題を抱える子どもや保護者の相談・支援の充実に向けて、関係機
関との連携を図る。

学校教育課
幼児課

●幼保小・小中・中高の連携

・幼稚園・保育所から小学校、小学校から中学校、中学校から高等学校へのスムーズな移行を図
るため、異校種間の交流や連携、研究、引継ぎを推進する。
学校教育課
生涯学習課

○学校・家庭・地域の連携
・地域に開かれた学校づくりを進めるとともに、関係機関との連携に努める。

●安全安心な教育環境の整備

教育委員会施設課

・老朽化した施設等の改築・改修を計画的に行う。
・子どもが安心して学校生活を送ることができるような環境の整備を図る。

民間の取組み
取組内容

取組主体

◆自治会との協働での寺子屋構想（Ｄ－１再掲）
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大学

基本目標Ｄ
基本基本目標

将来を見据えたまちの基盤としくみをつくる

現状と課題
人口ビジョンに掲げる目標を達成した場合においても、今後もある程度の期間、長崎市の人口減少
は続いていくことが見込まれるとともに、自治会の加入率も近年減少傾向にあることから、人口減少
社会を見据えたまちづくりや地域コミュニティの活性化を推進していくことが必要となる。
また、長崎市は近隣市町からの通勤・通学者が多くなっており、近隣市町と生活圏が非常に一体化
した地域であり、人口減少問題について圏域で検討していく必要がある。

基本的方向
人口減少社会を見据え、暮らしやすく、持続可能なまちづくりを進めるため、「自助」（本人）、「共
助」
（地域）
、「公助」
（行政）
、の重層的なしくみの実現に向けて取り組む。
このため、まちづくりに主体的に取り組む市民（当事者）を増やしていくことで、
「自助」（本人）
の力を伸ばしていくとともに、
「長崎市よかまちづくり基本条例」の推進など、地域コミュニティの活
性化による「共助」
（地域）のしくみづくりを市民と行政が協働しながら構築する。また、コンパクト
なまちづくり、公共施設マネジメント、広域連携の着実な推進による時代の変化に対応した「公助」
（行
政）のしくみの見直しを行う。

数値目標
指

標

直近値

住みやすいと思う市民の割合

77.6％

80.7％

（26 年度）

(31 年度)

地域の一体的な運営を担う団体ができている地区数

施 策
Ｄ－１
Ｄ－２
Ｄ－３
Ｄ－４
Ｄ－５

ふるさと長崎を愛する心の醸成
地域コミュニティの活性化
コンパクトな都市づくりと周辺等の交通ネットワークの形成
将来に向けた公共施設等の見直し
広域連携の推進
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目標値

０地区

18 地区

(27 年度)

(31 年度)

施策Ｄ―１
基本基本目標

ふるさと長崎を愛する心の醸成
主管課

学校教育課

施策の方針
長崎に関する歴史・文化・産業・自然等を見つめ直し、長崎の魅力を発掘し、長崎の魅力に触れる
機会を提供することで、ふるさと長崎を愛する心の醸成を図る。また、様々な体験活動等を通して、
感性を磨き、創造力を高め、豊かな人間形成に努める。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

直近値

長崎を愛している市民の割合

目標値

-

86.9％

（27 年度）

（31 年度）

具体的な取組み
○長崎のよさや特性を活かした教育活動の推進

学校教育課
日吉自然の家

・自然体験型宿泊研修施設において、長崎ならではの自然体験、農業・漁業体験、ペーロン体験
などの様々な活動を通して、長崎のよさを実感し郷土を愛する素地を培う。
・社会奉仕体験・職場体験、本物の芸術や伝統文化に触れる体験などの体験活動の充実を図り、
豊かな人間関係や社会性を育む。
・長崎の宝である世界遺産の学習や郷土の歴史・自然に係る体験活動等を通して、人と人とのつ
ながりを学び、長崎のよさを実感するとともに、ふるさとに誇りを持つ児童生徒の育成を図る。
・各小・中学校で実施されている平和教育を、小中９年間を見通した内容として再構築し、長崎
の歴史に学ぶことを通して、平和の大切さを発信できる児童生徒を育む。

●豊かな読書活動の推進

学校教育課

・子どもが読書に親しみ、豊かな感性や情操を育むよう、読書活動を推進する。
・郷土の偉人、歴史、文化等に関する読書活動を通して、長崎を愛する子どもを育てる。
・木の温もりがあり、親しみやすい学校図書館づくりを推進する。
生涯学習課
学校教育課

○郷土長崎の文化や歴史等の学び推進

・地域の歴史・文化・自然などの学びを通して地域に対する興味・関心を高め、コミュニティ意
識の醸成につなげる。
・長崎で発見された恐竜化石等を学習資源として活用することで、長崎の特異な地層等の学びを
通じ、ふるさと長崎を大切に思う心を育む。
・社会科副読本「新しいのびゆくながさき」
「郷土長崎」については、郷土に対する愛情や、地
域社会の一員としての自覚をより強く持たせるようにするため、世界遺産登録にかかる事項の追
加など、更なる内容の充実を図る。
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民間と連携した取組み
〇恐竜化石等研究調査

生涯学習課

・長崎市の白亜紀後期の地層である三ツ瀬層（約 8,100 万年前）から、恐竜・翼竜化石が発見
されており、今後も発見の可能性が高いといわれていることから、福井県立恐竜博物館と共同
して化石の発掘調査を行うとともに、発見された恐竜化石等を学習資源として活用し、ふるさ
と長崎を大切に思う心を育む。

民間の取組み
取組内容

取組主体

◇小学校向け長崎学講座

大学

◆自治会との協働での寺子屋構想（Ｃ－４再掲）

大学

◆子どもの「生きる」ちから（作り売る喜び）体験学習

産業界

◆ミニ講座「まちゼミ」の開催

産業界

【新】「長崎と地域社会」の新科目設置（長崎の歴史・文化・課題等を専
門的に学ぶ取組み）
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大学

施策Ｄ―２
基本基本目標

地域コミュニティの活性化
主管課

地域コミュニティ推進室

施策の方針
地域課題の解決に向けて、自治会をはじめとした地縁団体の活性化を図り、様々な団体の連携によ
る地域活動の活性化を促進するとともに、地域活動の核となる拠点の整備及び人材育成を推進する。
また、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、支所や行政センター、本庁の
機能を再編成し、地域全体を見てまちづくりを支援する体制づくりを進める。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

様々な団体が連携し、定例会を開催している地区数

直近値

目標値

８地区

74 地区

(27 年度)

(31 年度)

具体的な取組み
○自治会の活性化

自治振興課

・広報ながさき等の配布に対する謝礼、自治会集会所の新築・補修等に対する補助、自治会広報
掲示板の設置に対する補助等により自治会活動を支援する。
・自治会が抱える課題等について、解決の糸口を見出すために語り合う場を提供する。
・自治会活動の広報やポスター・チラシ等の配布により自治会加入促進を図る。
地域コミュニティ
推進室
福祉総務課

○地域の各種団体の活性化

・地域課題の抽出や解決に向けた取組みについて話し合う地域勉強会の開催を支援し、多様な主
体が参画し、話し合うきっかけづくりに取り組む。
・地域の担い手等を対象とした講座を開催し、多様な主体による自立した地域運営に必要とされ
る知識やスキル等の習得に向けた支援を行う。
・庁内各部署と連携し、地域に関する情報収集や職員の資質向上などに取り組みながら、地域へ
の新しい支援のしくみづくりを進める。
・地域福祉の方向性を示した地域福祉計画に沿って、長崎市社会福祉協議会と協働しながら、地
域の支え合いの力をより強くするための地域の主体的な取組みを支援し、地域福祉を推進する。
生涯学習課
自治振興課

●地区公民館のふれあいセンター化

・地区公民館を、市民がより使いやすく、集いやすい地域コミュニティの拠点施設とするため、
ふれあいセンター化する。
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自治振興課
地域コミュニティ
推進室

●地域コミュニティの活動拠点づくり

・地域団体の活動拠点となる場や地域の住民が気軽に集い、地域情報を収集・発信できる場とし
て、既存施設の有効活用を図る。

○まちづくりの人材育成、協働の推進

市民協働推進室

・まちづくりに自ら動く人材を育てるため、長崎伝習所事業により、スキルアップや意識改革な
どに取り組む。
・協働を担う市民活動団体が更に力をつけていくための講座の実施や様々な団体との交流の場の
提供､協働推進のための研修等に取り組み、協働に対する理解を拡大していく。

●よかまちづくり基本条例の推進

都市経営室

・この条例に定める「まちづくりの基本的な考え方やルール、まちづくりの様々な担い手の役割
分担など」について、市民の理解が進み、まちづくりの当事者意識が醸成されるよう、参画や協
働に関する事例を紹介するなどの周知を行う。また、各部局が行う地域での取組みにおいて、条
例の理念に基づくまちづくりが広がるよう連携して理解促進を図る。
防災危機管理室
消防局予防課

○地域防災の担い手の確保

・自治会の定例会などの様々な機会を捉え、自主防災組織64の必要性について説明を行い、結成
促進を図るとともに、結成後も地域の定例行事の効果的な活用により、地域住民が容易に参加で
きる防災活動の提案を行うことで、活動の活性化にも取り組む。
・地域防災の要である消防団員を確保するため、地域や事業所の理解と協力を得ながら、消防団
員が活動しやすい環境づくりと入団促進に取り組む。

○行政サテライト機能の再編成

行政体制整備室

・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、支所や行政センター、本庁の機
能を再編成し、地域の住民の手続きや、地域が行うまちづくりの相談の窓口である「新たな支所」
と市民生活に密着した仕事について一定の決定権を持って行う「総合支所」の機能整備に取り組
み、地域全体を見てまちづくりを支援する体制づくりを進める。

64

「自主防災組織」
：地域住民の防災意識を高めるために、平常時から防災訓練等の活動を行う組織。
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民間の取組み
取組内容

取組主体

◇地域と教育機関との連携

教育機関

民間からのアイデア
関係業界案
取組内容
コミュニティビジネスの振興
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産

学

官

金

●

●

●

●

労

言

他
●

施策Ｄ―３
基本基本目標

コンパクトな都市づくりと周辺等の交通ネットワークの形成
主管課

都市計画課

施策の方針
人口減少社会を見据え、持続可能な都市経営を可能とするため、
「拠点となる地域（都心部・都心周
辺部・地域拠点）における都市機能の集約化」、
「拠点となる地域と周辺の地域コミュニティの中心と
なる生活地区をつなぐ公共交通のネットワーク化」、
「定住・交流人口の受け皿となる都市基盤の整備」
を図り、長崎らしい「集約（コンパクト）と連携（ネットワーク）」の都市づくりをめざす。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

直近値

総人口に対するＤＩＤ65(人口集中地区)人口の割合
市民一人当たりの路面電車と路線バスの年間利用回数

目標値

73.9％

73.9％

(22 年度)

(31 年度)

163.8 回

164.0 回

（26 年度）

（31 年度）

具体的な取組み
○「コンパクト＋ネットワーク」の推進

都市計画課

・人口減少・高齢化が進むなか、医療・福祉・商業等の生活機能を確保し、市民が安心して暮ら
せるよう、地域公共交通と連携して、コンパクトなまちづくりを進めるため、都市計画マスター
プランの改訂及び立地適正化計画の策定と着実な推進に取り組む。
まちなか
事業推進室

○中心市街地の活性化

・新大工から浜町を経て、大浦に至るルートを「まちなかの軸」と設定し、軸を中心とした５つ
のエリアにおいて、それぞれの個性や魅力の顕在化を進めるための取組みを「まちぶらプロジェ
クト」として進める。

○公共交通の利便性向上と確保

都市計画課

・公共交通空白地域の解消を図るため、コミュニティバスや乗合タクシー等の適正な運行に努め
る。
・離島部における移動手段を確保するため、離島航路や島内バスの維持に努める。
・バスや路面電車をはじめとする公共交通のサービス向上、交通結節点における乗り継ぎ利便性
の向上を図るため、関係者とともにその取組みを推進する。
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「ＤＩＤ」
：人口集中地区（Densely Inhabited District の略）
。人口密度が 4,000 人/km²以上の基本単位区が
互いに隣接して人口が 5,000 人以上となる地区のこと。なお、人口集中地区は国勢調査を基に変更される。
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○拠点となる地域と生活地区を結ぶ道路ネットワークの充実

土木企画課
道路建設課
東長崎土地区画
整理事務所

・拠点となる地域（都心部・都心周辺部・地域拠点）と周辺の地域コミュニティの中心となる生
活地区を結ぶ道路ネットワークの充実を図るため、国道 34 号日見バイパス、地域高規格道路長
崎南北幹線道路・西彼杵道路、長崎外環状線、国道 499 号、国道 202 号、主要地方道野母崎宿線
等の幹線道路の整備促進や、市道虹が丘町西町１号線、都市計画道路東長崎縦貫線等の補助幹線
道路などの整備を推進する。

○斜面市街地にも長く住み続けられるための生活道路の充実

道路建設課

・斜面市街地における生活環境の改善や防災性の向上を図るための、車みち 66整備を推進する。

民間と連携した取組み
○暮らしやすい斜面市街地整備に向けた新たな技術の活用

土木企画課

・新たな技術開発の動向に関して、産学官で最新情報を共有しながら、効果的な活用に向けて連
携し、市民サービス向上に向けて取り組む。
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「車みち」
：斜面市街地において、新たな広い道路をつくるのではなく、今ある道路を活かしながら、階段をス
ロープ化したり、道幅を少し広げたりと、地域の実情に応じた様々な工夫をしながら、車が通るように整備する
道路。
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施策Ｄ―４
基本基本目標

将来に向けた公共施設等の見直し
主管課

資産経営室

施策の方針
人口減少、少子化・高齢化が進むなか、高度経済成長期以降に整備してきた公共施設（公共建築物）
や道路・橋梁・上下水道といった社会インフラの老朽化問題に対応するため、
「長崎市公共施設等総合
管理計画」に基づき、将来を見据えた公共施設等の適正化や計画的保全に取り組み、市民の安心・安
全を確保するとともに、財政負担の軽減・平準化を図ることで、将来に渡り、持続可能なまちをめざ
す。
公共施設（公共建築物）については、
「長崎市公共施設保全計画」に基づき、個別施設ごとの中長期
保全計画となる「施設別長期保全計画」を策定し、計画的保全に努める。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

直近値

残存不具合率(ＦＣＩ)67

目標値

12.4％

10.0％

(27 年度)

(31 年度)

具体的な取組み
○公共施設マネジメントの推進

資産経営室

・
「長崎市公共施設等総合管理計画」で公共施設等（公共建築物及び社会インフラ）の全体状況
を把握したうえで、長期的視点で計画的かつ適正な維持管理を行い、市民の安全・安心を確保す
るとともに、人口減少社会に応じた施設保有量の適正化に取り組み、次の世代の負担をできる限
り少なくして継承できる持続可能な公共施設等へと転換していく。
・施設整備の選択と集中を図り、公共建築物については「施設別長期保全計画」に基づき、計画
的予防保全と長寿命化を進め、適切な維持管理に取り組む。

67

「残存不具合率（ＦＣＩ）
」
：Facility Condition Index の略。改修工事の進捗具合を表す指標。５年以内に改
修すべき不具合額を新築する場合の再調達価格で除して、その率を求める。
（残存不具合額÷復成価格×100）
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施策Ｄ―５
基本基本目標

広域連携の推進
主管課

都市経営室

施策の方針
少子化・高齢化が進行し人口減少が進む長崎圏域にあって、住民が安心して快適な暮らしを営んで
いけるよう、行政サービス、生活基盤等の面だけではなく、経済雇用や都市機能の面も重視した広域
連携を推進する必要がある。このため、地域の実情に応じた活力ある社会経済の維持のため、経済成
長のけん引などの役割を中心市が担う機能を備えた自治体間の広域連携のしくみである「連携中枢都
市圏」の形成をめざす。
併せて、本総合戦略に掲げた各施策において、広域的なメリットを発揮する観点から、近隣自治体
のみにとどまらない広域連携についての検討を進める。

重要業績評価指標(ＫＰＩ)
指

標

直近値

広域連携の推進による連携事業数［累計］

目標値

６件

20 件

(27 年度)

(31 年度)

具体的な取組み
○長崎圏域における連携中枢都市圏の形成に向けた取組み

都市経営室

・長崎市においては、福岡県や首都圏等への人口流出を食い止め、定住の受け皿となる定住自立
圏構想を近隣の長与町、時津町と検討してきたが、今後は圏域の経済成長のけん引や、高次な都
市機能の集積といった役割も新たに担う「連携中枢都市圏」の形成をめざして検討を進める。
・
「連携中枢都市圏」の形成にあたっては、生活圏、経済圏が密接に結びついている長与町、時
津町をはじめ、通勤通学割合が１割を超える諫早市のほか近隣の他市町についても、圏域の将来
的な展開や拡大を含めた連携の可能性の検討を行う。

○圏域での連携による地域活性化のため検討を進める主な取組み

都市経営室

・圏域全体の経済成長のけん引を担う取組みとして、産学官金等による経済成長に向けた戦略の
検討、産業クラスター形成の支援、ものづくりの支援、地場産品のブランド育成、観光誘客やコ
ンベンション誘致など。
・高次の都市機能の集積・強化を図る取組みとして、広域的な救急医療体制の整備や先進医療の
充実、交流人口の拡大に資する高度なインフラ整備、大学と地域との連携促進など。
・圏域全体の生活関連機能サービスの向上に資する取組みとして、広域的な二次医療体制の維
持・確保、介護事業所等へケア向上のための各種事業の実施、子育て支援のネットワークづくり
支援、図書館の相互利用促進、火葬場の設置・運営、圏域住民への各種サービス情報発信・情報
共有、農水産物のイベントのＰＲ、婚活の支援、学生の地域活動におけるマッチング支援など。

民間と連携した取組み
●産学金官民等の参画による広域連携事業の検討
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都市経営室

４

数値目標、重要業績評価指標（ＫＰＩ）の説明

「交流の産業化」による長崎創生
特定戦略
基本基本目標

指

「ながさき未来Ｄｅｊｉｍａ戦略～“人を呼ぶまち”から“
人を呼んで栄えるまち”へ～」

標

直近値

目標値

指標の説明
・長崎市を訪れた観光客数。

観光客数[暦年]

観光消費額[暦年]

観光振興による長崎県内の
就業者誘発数[暦年]

630.7 万人
（26 年）

1,243 億円
（26 年）

27,503 人
（26 年）

・観光客数の増加は、観光施策全般の推進成
果を示す数値であると考えられるため。
・各交通機関による入込客数や高速道路及び
695 万人
主要幹線道の交通量を基に推計する。
（31 年）
・平成 31 年に向けて、２つの世界遺産登録、
クルーズ客船、その他出島表門橋架橋等を最
大限に活かした観光客の増加を見込み、695
万人を目標とする。
・観光客の市内での消費額。
・観光がまちにもたらす経済効果を示すとと
もに、この増加が長崎観光の魅力向上・メニ
ューの充実の度合いを示すと考えられるた
1,530 億円
め。
（31 年）
・観光客数に観光動向調査を基に算出した１
人当たりの平均消費額を乗じて算出する。
・平成 31 年の観光客数の目標値である 695
万人に、平均消費額（目標：22,015 円）を乗
じた額を目標とする。
・市内の観光消費額に基づく長崎市を含む長
崎県内への経済波及効果による長崎県内にお
ける就業者誘発数。
・観光が長崎県内にもたらす雇用効果を示す
34,000 人
ため。
（31 年）
・観光消費額を基に長崎県産業連関表を使用
して経済波及効果、さらに就業者誘発数を算
出する。
・平成 31 年の観光消費額の目標値を基に算出
した就業者誘発数を目標とする。

（１）顧客創造プロジェクト

外国人延べ宿泊者数[暦年]

212,524 人

370,000 人

（26 年）

（31 年）
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・長崎市内での外国人宿泊者の延べ数（１人
が２泊した場合は、延べ２人とカウントす
る）。
・外国人観光客へのサービス・受入環境の充
実、情報発信の強化により外国人の宿泊者が
増加すると考えられるため。
・各宿泊施設からの報告を基に集計して算出
する。
・国の訪日外国人の目標の伸び率と同率で算
出した数値を目標とする。

指

標

クルーズ客船乗客・乗務員
数[暦年]

ＭＩＣＥ参加者数[暦年]

外国人対応地域ガイド登録
者数

平日１日あたりの歩行者通
行量(中心市街地 16 地点の
合計)

休日１日あたりの歩行者通
行量(中心市街地 16 地点の
合計)

直近値

目標値

199,031 人

522,000 人

（26 年）

（31 年）

366,366 人

384,000 人

（25 年）

（31 年）

-

133,211 人

(26 年度)

125,438 人

(26 年度)

150 人
(31 年度)

指標の説明
・長崎港に入港するクルーズ客船の乗客と乗
務員の合計人数。
・クルーズ客船により訪れる乗客乗務員数は、
国際観光文化都市としての長崎が持つ交流機
能の充実度の指標として考えられるため。
・船舶代理店に確認し実数を把握する。
・長崎県の目標入港隻数の伸び率にあわせて
算出した数値を目標とする。
・長崎市内で行われるＭＩＣＥの参加者数。
・ＭＩＣＥの参加者数が増加した分だけ開催
誘致促進策の充実度が向上していると考えら
れるため。
・（一社）長崎国際観光コンベンション協会
の調査等により毎年把握する。
・過去３ヶ年（スポーツコンベンションにつ
いては国体開催前の３ヶ年）の平均に 32 年
の観光客数 710 万人に向けた伸び率を乗じて
算出した 38 万人を目標値とした。
・外国人観光客の多様な通訳ニーズに対応す
る「地域ガイド」の登録者数。
・「地域ガイド」が増加することにより、外
国人観光客の利便性及び滞在満足度の向上が
図られると考えられるため。
・長崎市登録者数により把握する。
・長崎市における通訳案内士及び地域限定通
訳案内士等の登録者数（H27.９現在（長崎県
提供））70 人を基に 150 人の登録をめざす。

・中心市街地活性化基本計画区域内の 16 地点
の歩行者通行量合計値。
・賑わいを測定する指標であるとともに交流
140,100 人 する人を定量的に計ることができる「中心市
(31 年度) 街地の歩行者通行量（平日・休日）」を指標
とする。
・長崎商工会議所が実施する市内商店街区域
等 23 箇所の歩行者通行量調査により把握す
る。
・まちぶらプロジェクトを推進し、長崎駅周
辺、出島周辺、浜町などの中心商業地間を結
ぶ歩行者空間の改善及び公共交通機関の利便
131,700 人 性向上を図ることで、新幹線開業や松が枝国
(31 年度) 際観光ふ頭整備等により増加する交流人口を
確実に中心市街地に呼び込むことにつなげる
こととし、平成 26 年度から 31 年度までに約
５％増加させることを目標とする。
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指

標

直近値

目標値

指標の説明

（２）価値創造プロジェクト

観光満足度

観光消費単価［暦年］

観光客対応の支援店舗数

・市の観光に「大変満足」した観光客の割合。
・受入れ態勢の整備やおもてなしの充実によ
り、来訪者の満足度が高まると考えられるた
54.3％
59.0％
め。
（25 年度） （31 年度）
・観光動向調査により把握する。
・平成 32 年度に 60.0％を目標とすることか
ら、31 年度に 59.0％を目標とする。

19,709 円
（26 年）

-

22,015 円
（31 年）

・観光客 1 人当たりの市内での平均消費額。
・観光がまちにもたらす経済効果を示すとと
もに、この増加が長崎観光の魅力向上・メニ
ュー充実の度合いを示すと考えられるため。
・観光動向調査により把握する。
・観光客の区分（宿泊・日帰り、一般・学生）
及び支出の区分別に設定した目標額を積み上
げた額を目標とする。

75 店
(30 年度)

・市の支援を受けて観光客の買物需要等の取
込みに向けた商品販売・サービスに取り組む
まちなかの店舗数。
・支援対象が小規模事業者（個店）であり、
店主・従業員の資質向上に直接つながるため。
・市が経費支援する「まちなか商店街誘客事
業」の補助の実績件数。
・28 年度から３カ年（30 年度まで）の事業
として、単年度で 25 店舗を支援。

48.8％
(31 年度)

・駅周辺整備である新幹線事業、連続立体交
差事業、土地区画整理事業のうち、市施行の
事業である土地区画整理事業の毎年の進捗
率。
・土地区画整理事業の施行により土地利用の
転換と有効活用が促進されることで、都市機
能の充実が図られると考えられるため。
・平成 21 年度から 35 年度までの全体事業費
における各年度末の事業費の支出額により把
握する。
・平成 35 年度に 100％をめざすことから、
31 年度に進捗率 48.8％を目標とする。

（３）交流を支える都市の基盤整備

長崎駅周辺土地区画整理事
業の進捗率［累計］

11.6％
(26 年度)
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指

標

直近値

長崎市バリアフリー基本構
想における道路特定事業
（市道）の進捗率（都心地
区・浦上地区）

36.3％
(26 年度)

目標値

指標の説明

81.5％
(31 年度)

・長崎市バリアフリー基本構想における重点
整備地区（都心地区・浦上地区）内の市道の
うち、道路特定事業に指定した箇所のバリア
フリー化の進捗率。
・歩道の段差や勾配の改善、誘導ブロックの
設置等により、誰もが安心して快適に移動で
きる歩行環境が整備されると考えられるた
め。
・バリアフリー特定事業計画に基づき、各年
度末の整備項目の進捗を把握する。
・バリアフリー特定事業計画における 31 年度
末の進捗率 81.5％をめざす。

（４）交流の産業化を進める体制づくり

日本版ＤＭＯの機能を持つ
法人数

基本目標Ａ
基本基本目標
指

０団体
(26 年度)

１団体
(31 年度)

・日本版ＤＭＯとしての機能を有するととも
に、安定的な運営資金を確保し、自律的・継
続的に活動している法人数。
・市と連携して観光地域づくりを担う日本版
ＤＭＯが形成・確立されることにより、地方
創生の推進に寄与すると考えられるため。
・活動報告等により把握する。
・現在の地域での設立方針を踏まえ、1 団体
を目標とする。

経済を強くし、雇用をつくる

標

はん用機械器具製造業と輸
送用機械器具製造業の事業
所の製造品出荷額の合計

直近値

目標値

4,143 億円

4,143 億円

(25 年度)

(31 年度)

68

指標の説明
・工業統計調査のうち、はん用機械器具製造
業と輸送用機械器具製造業の事業所の製造品
出荷額の合計。
・経済を強くするという観点から、長崎市の
基幹産業である造船・造機にあたる出荷額等
を安定させることによって、他地域に対する
競争力向上が図られているとみなせるため。
・工業統計調査により算出。
・直近値の維持を目標とするが、これは、経
営資源 68の充実強化によって従業者一人当た
り出荷額等は増えると考えるが、従業者総数
は合理化や効率化などにより、しだいに減る
ことも考えられ、このようななか、直近値を
維持することで、実質的には競争力向上が図
られていると考えられるため。

「経営資源」
：企業や団体の成長を支える、いわゆる「ヒト」
「モノ」
「カネ」
、そして「情報」
（知的財産）など
の無形資産の総称。
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標

従業員数４人以上の食料品
製造業の事業所の製造品出
荷額［暦年］

県内大卒者の県内就職者数
（※県内就職率 10 ポイン
ト増）

ハローワーク長崎管内にお
ける高卒者の県内就職者数
（※県内就職率 70％目標）

直近値

251 億円
(25 年)

1,055 人
(26 年度)

577 人
(26 年度)

目標値

指標の説明

251 億円
(31 年)

・工業統計調査のうち、従業員数４人以上の
食料品製造業の出荷額等。
・経済を強くするという観点から、中小食料
品製造業による出荷額等を安定させることに
よって、他地域に対する競争力向上が図られ
ているとみなせるため。
・工業統計調査により算出。
・経済を強くするという観点から、直近値の
維持を目標とする。人口減少による域内での
需要・販売額の減少に対し、域外へ販路開拓・
拡大し、域外での販売額を増やすことにより、
直近値を維持することで実質的には競争力向
上が図られていると考えるため。

1,200 人
(31 年度)

・長崎県内における大学生の県内就職者数。
・雇用をつくるという観点とともに、長崎市
の人口流出の中心である若年層の県内就職者
数が増加することは、長崎市の人口減少抑制
に資すると考えられるため。
・長崎労働局が算出。
・長崎大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ
＋）の設定する 10％増（41.0％⇒51.0％）を
基に就職者数を算出。なお、試算にあたって
は、平成 27 年３月卒の 22 歳人口における大
学卒業後就職する学生の割合を、以後同率に
していることを前提としている。

600 人
(31 年度)

・長崎市・長与町・時津町における高校生の
県内就職者数。
・雇用をつくるという観点とともに、長崎市
の人口流出の中心である若年層の県内就職者
数が増加することは、長崎市の人口減少抑制
に資すると考えられるため。
・ハローワーク長崎が算出。
・平成 20 年度以降最も高かった 21 年度の
68.6％を超えることを目標（70.0％）として、
就職者数を算出。なお、試算にあたっては、
平成 27 年３月卒の 18 歳人口における大学卒
業後就職する学生の割合を、以後同率にして
いることを前提としている。
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直近値

目標値

指標の説明

Ａ－１ 地場産業（船）の強化

従業者数４人以上 200 人未
満の事業所の製造品出荷額
等［暦年］

1,020 億円

1,020 億円

(25 年)

(31 年)

・工業統計調査のうち、中小規模の製造業の
出荷額等。
・中小製造業による出荷額等を安定させるこ
とによって、他地域に対する競争力向上が図
られているとみなせるため。
・工業統計調査により算出。
・経営資源の充実強化によって従業者一人当
たり出荷額等は増えると考えるが、従業者総
数は合理化や効率化などにより、しだいに減
ることも考えられ、このようななか、直近値
を維持することで、実質的には競争力向上が
図られていると考えられるため、直近値の維
持を目標とする。

Ａ－２ 地場産業（食）の強化

従業員数４人以上の食料品
製造業の事業所の製造品出
荷額［暦年］（※Ａ再掲）

水産練り製品の原材料（す
り身）の長崎地域での総出
荷額［暦年］

251 億円
(25 年)

79 億円
(26 年)

251 億円
(31 年)

・工業統計調査のうち、従業員数４人以上の
食料品製造業の出荷額等。
・中小食料品製造業による出荷額等を安定さ
せることによって、他地域に対する競争力向
上が図られているとみなせるため。
・工業統計調査により算出。
・直近値の維持を目標とする。人口減少によ
る域内での需要・販売額の減少に対し、域外
へ販路開拓・拡大し、域外での販売額を増や
すことにより、直近値を維持することで実質
的には競争力向上が図られていると考えるた
め。

114 億円
(31 年)

・長崎地域水産練り製品総出荷額については、
長崎蒲鉾水産加工業協同組合が組合員に出荷
しているすり身（水産練り製品の原材料）の
総出荷額。
・長崎地域水産練り製品総出荷額の増加が長
崎かまぼこ（製造業・小売業）の売上の増加
につながっているとみなせるため。
・長崎蒲鉾水産加工業協同組合の売上実績に
より算出。
・「長崎かんぼこ王国」が目標としている長
崎地域水産練り製品総出荷額 120 億円（平成
32 年）を目標とし、直近値より毎年７億円増
を目標とする。
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標

直近値

目標値

指標の説明

Ａ－３ 農林水産業の活性化

１戸当たりの農産物販売額

沿岸漁業者１人当たりの漁
業生産額

認定新規就農者数［累計］

3,817 千円

4,082 千円

(26 年度)

(31 年度)

6,599 千円

7,589 千円

(26 年度)

(31 年度)

２人
(26 年度)

22 人
(31 年度)

・長崎市内産の農畜産物の 1 戸当たりの販売
額。（農産物販売額合計を販売農家数 1,433
戸で算出）
・農業者が減少するなかで、1 戸当たりの農
産物販売額が増加することが、農業の振興の
成果とみなせるため。
・毎年、青果市場・農協・直売所等に調査を
行い算出する。
・直近値から、過去３年間の平均増加率を乗
じた額を目標値とする。

・市内の沿岸漁業者１人当たりの漁業生産額。
・漁業者が減少するなか、1 人当たりの漁業
生産額が増加することで、水産業の振興が図
られていると考えられるため。
・市内８つの漁業協同組合の漁業生産額を正
組合員数で除して算出し、把握する。
・減少傾向にある漁業生産額、正組合員の減
少率を勘案し、直近値から 15％増を目標とす
る。

・農業経営基盤強化促進法に基づき、長崎市
において認定をした認定新規就農者の人数。
・「認定新規就農者」の増加が意欲ある農林
業者の確保とみなせるため。
・認定数を毎年把握。
・過去２ヶ年（平成 24、25 年度）の新規就
農者数の平均値４人を、毎年度の目標とする。

・市の研修事業を活用した新規漁業就業者の
累計数。
新規漁業就業者数［累計］

17 人
(26 年度)

27 人
(31 年度)

・就業者が増えることで、水産業の振興に資
すると考えられるため。
・就業者実績により把握する。
・17 年度から 26 年度の平均が 1.7 人である
ため、毎年度２人増を目標とする。

92

指

標

直近値

目標値

指標の説明

Ａ－４ 商業を中心としたサービス業への支援

歩行者通行量(日曜)

中心市街地の商店街内総店
舗数

147,100 人

(26 年度)

2,268 店
(26 年度)

・毎年７月に長崎市内の商店街区域等 23 箇所
を対象に調査実施する日曜における歩行者通
行量。
・商店街の利用が促進されるためには、まず、
商店街への来街者が増加することが必要であ
り、来街者の総数である歩行者通行量を指標
154,500 人 とする。
(31 年度) ・調査を実施する長崎商工会議所への聞き取
りにより把握する。
・市の商業集積の大半を占める中心市街地エ
リアの通行量において、新大工地区及び浜町
地区の再開発への取組みによる増を見込み、
直近値から目標値まで約５％増を目標とす
る。

2,268 店
(31 年度)

・毎年度実施する調査の対象商店街組織にお
ける中心市街地商店街内店舗数。
・商店街の商業機能を低下させないためには、
既存店舗の維持が必要であると考えられるた
め。
・商店街組織（平成 27 年度現在で 39 商店街）
に対する毎年度の実態調査により把握する。
・消費者の購買行動の多様化による商業競争
により、商店街内の店舗が減少傾向にあるな
か、観光客等の交流人口の誘客を図ることに
より、直近値からの店舗数の維持を目標とす
る。

150 者
(31 年度)

・長崎市創業支援事業計画を実施するチーム
体制「創業サポート長崎」（全 13 機関）が行
う支援事業を受けて創業した者の数。
・創業者数が増加することで、地域の関係機
関の連携による創業が進捗すると考えられる
ため。
・各支援機関の実績報告により把握する。
・創業支援事業ごとの創業者数を設定し、支
援者数全体のうち約 47.9％の創業を目標とす
る。

Ａ－５ 創業の支援

創業サポート長崎支援によ
る創業者数

108 者
(26 年度)
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標

直近値

目標値

指標の説明

Ａ－６ 中小企業の経営基盤の強化
・長崎商工会議所が実施する小規模事業者に
対する経営発達支援計画を実施した件数。
・実施することにより事業者の成長発展や利
長崎商工会議所による小規
模事業者に対する事業計画
策定・支援普及実施件数

益向上等につながるとともに、成長段階に合
145 件

200 件

(26 年度)

(31 年度)

致した支援を継続できる対象が増加するた
め。
・長崎商工会議所の「経営発達支援計画」の
実績数により把握する。
・長崎商工会議所が認定を受けた「経営発達
支援計画」の目標値と同様の目標とする。

Ａ－７ 労働環境の改善

１人当たり月平均総実労働
時間(県内の５人以上事業
所)［暦年］

149.7 時間

(25 年)

就業規則を規定している企
90.8％
業の割合
(25 年度)
［県内の 30 人未満事業所］

長崎県内における大卒者の
入職後３年間の離職率

38.8％
(26 年度)

・県内の事業所(従業員５人以上)における月間
の１人当たり総労働時間の平均値。
・労働時間の多寡がワーク・ライフ・バラン
145.0 時間 ス実現による効果を測る有効な指標であるた
(31 年)
め。
・長崎県労働条件等実態調査により把握する。
・直近の全国平均 145.5 時間(平成 25 年度)を
上回る効果をあげることを目標とする。

92.0％
(31 年度)

・県内の事業所(従業員 30 人未満)における、
就業規則を規定している企業の割合。
・就業規則の規定が労使問題の減少や雇用環
境改善につながるため採用。
・長崎県労働条件等実態調査により把握する。
・割合から推計すると就業規則を定めていな
い事業所が約 1,600 件程度あると思われる
が、それを５年間で約 1,300 件に減少させる
ことを目標とする。

32.1％
(31 年度)

・長崎県内において、大卒者が就職して３年
間のうちに離職した割合（※基準値は平成 23
年卒、目標値は 28 年卒）。
・離職率が低下することにより若年者が安定
的に雇用されていると判断できるため。
・長崎労働局からの報告により算出。
・過去５年間のうち最も低い数値（平成 20
年卒）を目標とする。
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標

長崎県内における高卒者の
入職後３年間の離職率

直近値

46.3％
(26 年度)

目標値

指標の説明

36.5％
(31 年度)

・長崎県内において、高卒者が就職して３年
間のうちに離職した割合（※基準値は 23 年
卒、目標値は 28 年卒）。
・離職率が低下することにより若年者が安定
的に雇用されていると判断できるため。
・長崎労働局からの報告により算出。
・過去５年間のうち最も低い数値（平成 20
年卒）を目標とする。

Ａ－８ 地元就職・定着に向けた取組み

事務的職業の年間平均有効
求人倍率
(ハローワーク長崎管内)

0.26
(26 年度)

0.30
(31 年度)

地場企業の新卒採用調査に
おける市外からのＵＩＪタ
ーン就職者数［累計］

163 人
(26 年度)

870 人
(31 年度)

・事務的職業の年間平均有効求人倍率。
・平成 27 年 10 月時点のハローワーク長崎管
内の有効求人倍率は 0.98 と比較的充足してい
る状況だが、「事務的職業」は求職不足の代
表的な業種であり、地域内の業種の中でも最
も大きい「事務的職業」に係る求人・求職状
況の改善が地元就職・定着の促進につながる
ため。
・ハローワーク長崎の算出により把握する。
・現在よりも 150 人程度の就職（マッチング）
増を目標とし、そこから換算した求人倍率を
指標とする。
・地場企業における市外からのＵＩＪターン
による就職者の数。
・地場企業における新卒者の採用者数を把握
することで、若年者の雇用を増やしているこ
とにつながるため。
・採用意欲のある地場企業に対して調査を行
うことで算出（新卒就職者（卒業後３年以内
の者を含む）における市外からのＵＩＪター
ン就職数）。
・直近値を基準に毎年度、前年を若干上回る
就職者数を目標とする。

Ａ－９ 企業誘致の推進

企業誘致に伴う新規雇用者
数［累計］

772 人
(26 年度)

2,410 人
(31 年度)
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・市外企業の立地に伴い創出された新規雇用
者数。
・新規雇用者数が増加することで、雇用創出
による経済の活性化が図られると考えられる
ため。
・立地企業等への聞き取りにより把握する。
・直近値に、今後の雇用計画数及び新規立地
企業の雇用見込み人数（１社 100 名想定）を
加えた数値を目標とする。

基本目標Ｂ
基本基本目標

指

新しいひとの流れをつくる

標

社会移動数［暦年］

直近値

目標値

△1,044 人

△900 人

(26 年)

(31 年)

指標の説明
・市内転入者数から、市外転出者数を差し引
いた数。
・移住定住促進により社会移動数が増加する
ことは、長崎市の人口減少抑制につながるた
め。
・住民基本台帳により把握する。
・長期人口ビジョンにおいて、平成 52 年に社
会移動均衡をめざしており、その段階的改善
を行うため、31 年においては、△900 人を目
標とする。

Ｂ－１ ＵＩＪターン者への雇用の確保

地場企業の新卒採用調査に
おける市外からのＵＩＪタ
ーン就職者数［累計］

企業誘致に伴う新規雇用者
数［累計］

163 人
(26 年度)

772 人
(26 年度)

870 人
(31 年度)

・地場企業における市外からのＵＩＪターン
による就職者の数。
・地場企業における新卒者の採用者数を把握
することで、若年者の雇用を増やしているこ
とにつながるため。
・採用意欲のある地場企業に対して調査を行
うことで算出（新卒就職者（卒業後３年以内
の者を含む）における市外からのＵＩＪター
ン就職数）。
・直近値を基準に毎年度、前年を若干上回る
就職者数を目標とする。

2,410 人
(31 年度)

・市外企業の立地に伴い創出された新規雇用
者数。
・新規雇用者数が増加することで、雇用創出
による経済の活性化が図られると考えられる
ため。
・立地企業等への聞き取りにより把握する。
・直近値に、今後の雇用計画数及び新規立地
企業の雇用見込み人数（１社 100 名想定）を
加えた数値を目標とする。

22 人
(31 年度)

・農業経営基盤強化促進法に基づき、長崎市
において認定をした認定新規就農者の人数。
・「認定新規就農者」の増加が意欲ある農林
業者の確保とみなせるため。
・認定数を毎年把握。
・過去２ヶ年（平成 24、25 年度）の新規就
農者数の平均値４人を毎年度の目標とする。

Ｂ－２ 農林水産業への就業促進

認定新規就農者数［累計］

２人
(26 年度)
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新規漁業就業者数［累計］

直近値

17 人
(26 年度)

目標値

指標の説明

27 人
(31 年度)

・市の研修事業を活用した新規漁業就業者の
累計数。
・就業者が増えることで、水産業の振興に資
すると考えられるため。
・就業者実績により把握する。
・17 年度から 26 年度の平均が 1.7 人である
ため、毎年度２人増を目標とする。

34 件
(31 年度)

・移住定住促進事業等で市外の世帯が移住し
た累計件数。
・移住世帯が増加することにより、人口減少
の抑制につながると考えられるため。
・件数は既存リフォーム補助利用者のうち、
市外からの移住者及び定住促進事業利用者等
の実績を参考に算出。
・初年度は年間２件、２年目以降は年間８件
が継続することを想定し目標とする。

30,000 件
(31 年度)

・移住定住者向けホームページの閲覧件数。
・長崎に興味を持ってもらうこと及び情報収
集をしてもらうために、今後開設する予定の
ホームページをより多く閲覧してもらうこと
が重要であるため。
・ホームページ閲覧実績により把握する。
・平成 27 年度の「ながさき暮らし」、「産業
人材育成」ホームページ閲覧数の合計を基に、
ホームページ開設年度である 28 年度の目標
値を設定し、その後、毎年 2,000 件の増を目
標とする。

22 件
(31 年度)

・ホームページにより「ながさき暮らし」を
紹介することで移住につながった件数を指標
とする。
・移住者が増加することにより、人口減少の
抑制につながると考えられるため。
・「ながさき暮らし」の推進（中長期型滞在
施設利用、移住定住促進事業）による移住件
数により把握する。
・28 年度から毎年４件の増を目標とする。

Ｂ－３ 住まいに関する支援

支援事業を活用した移住件
数［累計］

０件
(26 年度)

Ｂ－４ 長崎で暮らす魅力の発信

ホームページ閲覧件数
［累計］

「ながさき暮らし」の推進
による移住者数［累計］

０件
(26 年度)

３件
(26 年度)
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指

標

直近値

目標値

指標の説明

1,055 人
(26 年度)

1,200 人
(31 年度)

長崎県内における大学生の県内就職者数。
・雇用をつくるという観点とともに、長崎市
の人口流出の中心である若年層の県内就職者
数が増加することは、長崎市の人口減少抑制
に資すると考えられるため。
・長崎労働局が算出。
・長崎大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ
＋）の設定する 10％増（41.0％⇒51.0％）を
基に就職者数を算出。なお、試算にあたって
は、平成 27 年３月卒の 22 歳人口における大
学卒業後就職する学生の割合を、以後同率に
していることを前提としている。

直近値

目標値

指標の説明

Ｂ－５ 長崎で学ぶ魅力の向上

県内大卒者の県内就職者数
（※県内就職率 10 ポイン
ト増）（※Ａから再掲）

基本目標Ｃ
基本基本目標

指

標

1.40
(26 年)

1.56
(31 年)

婚姻数［暦年］

1,988 件
(24 年)

2,000 件
(31 年)

長崎市が子育てしやすいま
ちだと思う保護者の割合

56.4%
(26 年度)

65.0%以上
(31 年度)

合計特殊出生率［暦年］
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・15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率
の合計。
・結婚・出産・子育てしやすい環境を充実さ
せることで、合計特殊出生率の上昇につなが
ると考えられるため。
・厚生労働省の人口動態統計により把握する。
・毎年の出生数 3,300 人を維持し、合計特殊
出生率の上昇を目標とする。
・市内居住者の年間婚姻数。
・独身男女が婚姻することにより、未婚率が
減少するため。
・人口動態調査により把握する。
・婚姻数、若年層の人口は年々減少傾向にあ
り、現行の未婚率の基で、人口の減少率を加
味した場合、平成 31 年の婚姻数は約 1,800
件程度と想定される。増加傾向にある未婚率
を減少させるため、婚姻数については直近値
と同数程度を目標とする。
・長崎市が子育てしやすいまちかどうかにつ
いて「そう思う」「どちらかといえばそう思
う」と答えた就学前児童及び小学生の保護者
の割合。
・出産・子育てしやすい環境を充実させるこ
とで、子育てしやすいまちにつながると考え
られるため。
・市のアンケートにより把握する。
・直近値から約 10％増を目標とする。

指

標

直近値

目標値

指標の説明

1,200 人
(31 年度)

長崎県内における大学生の県内就職者数。
・雇用をつくるという観点とともに、長崎市
の人口流出の中心である若年層の県内就職者
数が増加することは、長崎市の人口減少抑制
に資すると考えられるため。
・長崎労働局が算出。
・長崎大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ
＋）の設定する 10％増（41.0％⇒51.0％）を
基に就職者数を算出。なお、試算にあたって
は、平成 27 年３月卒の 22 歳人口における大
学卒業後就職する学生の割合を、以後同率に
していることを前提としている。

600 人
(31 年度)

・長崎市・長与町・時津町における高校生の
県内就職者数。
・雇用をつくるという観点とともに、長崎市
の人口流出の中心である若年層の県内就職者
数が増加することは、長崎市の人口減少抑制
に資すると考えられるため。
・ハローワーク長崎が算出。
・平成 20 年度以降最も高かった 21 年度の
68.6％を超えることを目標（70.0％）として、
就職者数を算出。なお、試算にあたっては、
平成 27 年３月卒の 18 歳人口における大学卒
業後就職する学生の割合を、以後同率にして
いることを前提としている。

32.1％
(31 年度)

・長崎県内において大卒者が就職して３年間
のうちに離職した割合（※基準値は平成 23
年卒、目標値は 28 年卒）。
・離職率が低下することにより若年者が安定
的に雇用されていると判断できるため。
・長崎労働局からの報告により算出。
・過去５年間のうち最も低い数値（平成 20
年卒）を目標とする。

36.5％
(31 年度)

・長崎県内において高卒者が就職して３年間
のうちに離職した割合（※基準値は平成 23
年卒、目標値は 28 年卒）。
・離職率が低下することにより若年者が安定
的に雇用されていると判断できるため。
・長崎労働局からの報告により算出。
・過去５年間のうち最も低い数値（平成 20
年卒）を目標とする。

Ｃ－１ 若い世代の経済的安定

県内大卒者の県内就職者数
（※県内就職率 10 ポイン
ト増）（※Ａから再掲）

ハローワーク長崎管内にお
ける高卒者の県内就職者数
（※県内就職率 70％目標）
（※Ａから再掲）

長崎県内における大卒者の
入職後３年間の離職率
（※Ａ-７から再掲）

長崎県内における高卒者の
入職後３年間の離職率
（※Ａ-７から再掲）

1,055 人
(26 年度)

577 人
(26 年度)

38.8％
(26 年度)

46.3％
(26 年度)
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指

標

直近値

目標値

指標の説明

25 件
(31 年度)

・市の婚活事業制度に登録した企業・団体間
での独身男女の交流件数。
・交流件数が増加することにより、結婚に向
けた独身男女の出会いの機会が増加するた
め。
・登録企業・団体からの報告により把握する。
・先進事例都市の状況を踏まえ、累計 25 件を
目標とする。

Ｃ－２ 結婚、妊娠、出産の支援

市に登録した企業・団体間
での独身男女の交流件数
［累計］

妊婦一般健康診査の受診率
(11 回まで)

０件
(26 年度)

92.3％

94.0％以上

(22～26
年度平均)

(31 年度)

・母子健康手帳の交付人数に対する妊婦健康
診査（11 回まで）を受診した妊婦数の占める
割合。
・受診率を高めることで安全な出産を促進で
きるため。
・医療機関の報告により把握する。
・転出や出産しない場合等があり数値が増減
する傾向があるため、過去５年間の平均値を
もとに毎年度 94.0％以上を維持することを目
標とする。

3,300 人
(31 年)

・市の１年間（暦年）の子どもの出生数。
・女性の出産可能年齢人口が減少するなかで、
結婚・出産・子育てしやすい環境を充実させ
ることで、子どもの出生数の維持につながる
と考えられるため。
・市の統計により把握する。
・24 年、25 年の出生数約 3,300 人を目標と
する。

11,009 人
(31 年度)

・保育の量の見込みに対し、確保できた保育
所等の定員数。
・認定区分ごとに、入所を希望する児童が希
望どおりに入所できることが、充実した環境
のなかで健やかに成長することにつながると
考えられるため。
・保育所等の定員により把握する。
・ニーズ調査や就学前児童数の推計及び直近
の入所状況等を踏まえた量の見込みをもとに
31 年度４月時点で 11,009 人の定員を確保し、
定員内保育を目標とする。

Ｃ－３ 子育て環境の充実

子どもの出生数［暦年］

保育所等定員数

3,289 人
(26 年)

9,566 人
(27 年度)
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指

標

放課後児童クラブ利用可能
児童数

放課後子ども教室を実施し
ている小学校区数

１人当たり月間平均総実労
働時間（県内の５人以上事
業所）［暦年］

直近値

5,464 人
(26 年度)

目標値

指標の説明

6,300 人
(31 年度)

・放課後児童クラブの利用可能児童数。
・利用を希望する児童が希望どおり利用でき
ることが、充実した環境のなかで健やかに成
長することにつながると考えられるため。
・アンケート調査と未就学児及び小学生の人
口により把握する。
・ニーズ調査に基づき国が示す方法により算
出した量の見込みをもとに、目標値を設定す
る。

12 小学校区

69 小学校区

(26 年度)

(31 年度)

149.7 時間

145.0 時間

(25 年)

(31 年)

・放課後子ども教室を実施している小学校区
数。
・すべての児童が放課後等に様々な体験や活
動ができる場として、放課後こども教室を実
施することで、放課後等を安全・安心に過ご
せる居場所を確保することができ、充実した
環境のなかで健やかに成長することにつなが
ると考えられるため。
・実施状況により把握する。
・すべての小学校区で実施することを目標と
する。

・県内の事業所（従業員５人以上）における
月間の１人当たり総労働時間の平均値。
・労働時間の多寡がワーク・ライフ・バラン
ス実現による効果を測る有効な指標であるた
め。
・長崎県労働条件等実態調査により把握する。
・直近の全国平均 145.5 時間(平成 25 年度)を
上回る効果をあげることを目標とする。

Ｃ－４ 学校教育の充実

全国学力・学習状況調査で、
78.5％
「夢や目標を持っている」
(27 年度)
と答えた小中学生の割合

82.0％
(31 年度)
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・全国学力・学習状況調査の児童生徒質問紙
調査で、「夢や目標を持っていますか」とい
う項目に対して、「持っている」と答えた小
中学生の割合。
・全国悉皆調査であり、長崎市の小中学生の
夢や希望に対しての傾向を分析できると考え
られるため。
・文部科学省から提供される調査結果をもと
に、毎年把握する。
・過去５年間の実績値の平均を上回ることを
目標とし、直近値から 3.5 ポイント増を目標
とする。

指

標

直近値

全国学力・学習状況調査の
長崎市平均正答率と全国平
均正答率の差

基本目標Ｄ
基本基本目標
指

-0.8
(27 年度)

目標値

指標の説明

+0.8
(31 年度)

・全国学力･学習状況調査に参加する小学６年
生、中学３年生の国語Ａ・Ｂ、算数・数学Ａ・
Ｂの全項目の正答率の長崎市平均と、全国平
均との差。
・全国調査であり、長崎市の児童生徒の学力
の傾向を分析できると考えられるため。
・文部科学省から提供される調査結果をもと
に、毎年把握する。
・全国平均を上回ることを目標とする。

将来を見据えたまちの基盤としくみをつくる

標

住みやすいと思う市民の
割合

地域の一体的な運営を担う
団体ができている地区数

直近値

77.6％
(26 年度)

０地区
(27 年度)

目標値

指標の説明

80.7％
(31 年度)

・市民意識調査で「住みやすい」と回答した
市民の割合。
・住みやすいと思う市民が増えることが、暮
らしやすいまちになっていると考えられるた
め。
・市民意識調査により毎年度把握する。
・過去５年間の増加（3.9％増）を維持するこ
とを目標とし、直近値に４年分の 3.1％を加え
た数値を目標とする。

18 地区
(31 年度)

・地域において一体的な運営を担う団体が設
立されている地区数。
・地域の一体的な運営を担う団体ができ、地
域内の様々な団体同士のつながりが強まるこ
とで、地域の課題を解決する力が高まるもの
と思われるため。
・随時、地域や関係団体に対する情報収集を
行い、把握する。
・徒歩圏内を目安に現行の小学校区域を参考
として、地域の一体的な運営を担う団体が、
平成 28 年度以降、年間３～10 地区設立され
ることを目標とする。
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指

標

直近値

目標値

指標の説明

Ｄ－１ ふるさと長崎を愛する心の醸成

長崎を愛している市民の
割合

－
(27 年度)

86.9％
(31 年度)

・市民意識調査で「長崎を愛している」と回
答した市民の割合。
・長崎を愛していると思う市民が増えること
で、長崎を愛する心の醸成が図られていると
考えられるため。
・市民意識調査により毎年度把握する。
・平成 26 年度市民意識調査「長崎の街並みや
景観に誇りを感じますか」の調査結果
（83.1％）及び過去の平均増加率を踏まえて、
毎年度 0.75％増を目標とする。

74 地区
(31 年度)

・地域の様々な団体が集まって、定例的に地
域のことについて話す場を設けている地区
数。
・それぞれの地域の中で団体同士のつながり
が強まることで、地域の様々な課題を解決す
る力が高まるものと思われるため。
・随時、地域や関係団体に対する情報収集を
行い、把握する。
・徒歩圏内を目安に現行の小学校区域を参考
として、様々な団体が連携した定例会が、市
内全地区で行われている状態を目標とする。

Ｄ－２ 地域コミュニティの活性化

様々な団体が連携し、定例
会を開催している地区数

８地区
(27 年度)

Ｄ－３ コンパクトな都市づくりと周辺等の交通ネットワークの形成

総人口に対するＤＩＤ (人
口集中地区)人口の割合

市民一人当たりの路面電車
と路線バスの年間利用回数

73.9％
(22 年度)

163.8 回
(26 年度)

73.9％
(31 年度)

・総人口に対するＤＩＤ（人口集中地区）の
人口の割合。
・ＤＩＤ人口の割合を維持していることは、
コンパクトな市街地への誘導が図られている
と考えられるため。
・国勢調査により定められたＤＩＤ内に居住
する人口割合を把握する。
・直近値より低下しないことを目標とする。

164.0 回
(31 年度)

・主たる公共交通機関である路面電車と路線
バスの年間利用者数を人口で除した値。
・利用回数が増えることで、公共交通の利便
性が高まっていると考えられるため。
・住民基本台帳及び交通事業者への聞き取り
により、人口及び利用者数を把握する。
・26 年度利用実績を維持することを目標とす
る。
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指

標

直近値

目標値

指標の説明

Ｄ－４ 将来に向けた公共施設等の見直し

残存不具合率(ＦＣＩ)

12.4％
(27 年度)

10.0％
(31 年度)

・５年以内に必要とされる改修工事費用（残
存不具合額）と工事対象施設の復成価格（再
調達価額）との比率。
・工事費の比率が小さいほど、建物の不具合
が少なく、建物状態が良いと考えられるため。
・将来的に保有し続ける公共施設を精査し、
投資の選択と集中を図り、計画的な維持保全
工事に取り組むことにより毎年把握する。
・工事の対象とする公共施設の選別を進め、
毎年不具合率を 0.4～0.5 ポイント減少させ、
問題がない状態といわれる 10％を目標とす
る。

20 件
(31 年度)

・近隣自治体との連携について、連携中枢都
市圏構想の推進などを通して広域連携の事業
数の増に取り組む。
・連携する事業数が増加することにより、連
携強化が図られるため。
・庁内及び近隣自治体からの報告により把握
する。
・平成 27 年４月時点において、既に広域で取
り組んでいるものを直近値とし、広域連携の
推進を通してめざす事業数を目標とする。

Ｄ－５ 広域連携の推進

広域連携の推進による連携
事業数［累計］

６件
(27 年度)
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５

主要事業一覧
「主要事業」については、
平成 27 年度から新たに取り組むもの、
拡大して取り組むものには
「◆」、

既に取り組んでいるものには「◇」を個々の取組みに付記している。
なお、平成 28 年度からの新規事業については「【新】」を付記している。

「交流の産業化」による長崎創生
特定戦略
基本基本目標

「ながさき未来Ｄｅｊｉｍａ戦略～“人を呼ぶまち”から
“人を呼んで栄えるまち”へ～」

主要事業名≪担当課名≫

事

業

内

容

（１）顧客創造プロジェクト
○海外への効果的な情報発信・誘致活動
◇アジア・国際観光客誘致対策
≪観光推進課≫

海外における旅行社セールス、プロモーション等誘致活
動を行い、外国人観光客の増加を図るもの。

◇釜山広域市職員派遣

韓国釜山広域市（観光協会）に事務所を設置し、韓国人
観光客誘致及び物産等の販路拡大支援等を行うもの。

≪観光推進課≫

○外国人観光客の受入態勢整備

≪観光推進課≫

市内の無料 Wi-Fi 設備及びスマートフォンアプリを活用
して、観光案内やスタンプラリー、クーポンの提供等の
機能を組み込むことで、観光客の回遊推進及び観光消費
額の増加を図るとともに、観光まちづくりの参考となる
ビッグデータを継続して収集していくためのシステム構
築を行う。

◇外国人観光客おもてなし施設運営
≪観光推進課≫

外国人観光客のショッピングを楽しむ環境を整え、地域
における消費額を増やすことを目的に、浜んまち商店街
に整備した外国人観光客おもてなし施設（トイレ、観光
情報発信等の機能を備えた施設）の運営にかかるもの。

◇外国人観光客受入推進補助
≪観光推進課≫

宿泊施設及び商業施設等民間事業者が実施する外国人観
光客の受入態勢整備及び誘致活動に対して、補助を行う
もの。

◇長崎港クルーズ客船受入
≪観光推進課≫

長崎港クルーズ客船受入委員会における受入・おもてな
しを行い、国際クルーズ客船の入港数の増加を図るもの。

◇総合観光案内所運営・手ぶらで観光サ
ポート事業
≪観光政策課≫

ＪＲ長崎駅内に観光案内所を設置し、様々な観光情報の
提供を行うもの。ＪＲ長崎駅から宿泊先まで手荷物を配
送するサービスを実施する「手ぶらで長崎観光サポート
事業実施委員会」に対する負担を行うもの。

【新】ＤＭＯ推進
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主要事業名≪担当課名≫

事

業

内

容

〇インバウンド消費の拡大
◇アジア・国際観光客誘致対策
≪観光推進課≫

外国人観光客誘致を促すための環境整備等を行うもの。

【新】まちなか商店街誘客事業
≪商業振興課≫

域外からの需要の取込みに向けて、意欲とアイデアのあ
るまちなかの商業者や商業者グループが実施する事業を
支援することにより、外国人を含む観光客等の消費拡大
を図る。商業者（個店）に対する補助事業を長崎商工会
議所と連携して行うもの。

〇多様なニーズに対応できる人材育成
【新】国際理解教育（英語教育）推進教
材作成
≪学校教育課≫

【新】中学校英語寺子屋事業
≪学校教育課≫

【新】中山市との友好交流事業
≪学校教育課≫

【新】英語でおもてなし講座
≪生涯学習課≫

【新】
「長崎の宝」発見・発信学習推進事
業
≪学校教育課≫

小学校１～４年生での英語活動である「ハローイングリ
ッシュ活動」に使用するため、ＡＬＴが作成した独自教
材「Picture Dictionary」の音声・動画版のＤＶＤ教材を作
成し、各学校で活用するもの。
市内を訪れる外国人に積極的に関わることのできるコミ
ュニケーション能力を育むため、中学校に英語インスト
ラクターやＡＬＴを派遣し、ＡＬＴが作成した長崎市を
紹介する教材を活用した英語寺子屋を放課後に実施する
もの。
平成 27 年度に市立桜馬場中学校と中山市華僑中学校の
間で締結した友好交流協議書に基づき、学校間の交流を
行い、国際感覚豊かな生徒を育てるもの。
（英語を基本言
語として交流）
多くの外国人が長崎を訪れており、日常生活においても
接する機会が増えていることから、市民がおもてなしの
気持ちや態度で、片言の英語でも自然にコミュニケーシ
ョンがとれる光景があたり前のように存在する「英語で
おもてなしができるまち長崎」をめざして公民館講座を
実施する。
ふるさと長崎に誇りを持ち、長崎が持つ世界的な価値を
発信できるような児童生徒の育成を図るために、長崎の
歴史や世界遺産等を学習するもの。

○ＭＩＣＥ誘致対策の推進
◇コンベンション開催費補助事業
≪観光推進課≫

◇ラグビーワールドカップキャンプ誘致
推進
≪スポーツ振興課≫

◇東京オリンピック・パラリンピックキ
ャンプ誘致推進
≪スポーツ振興課≫

コンベンションの主催者に対する助成制度を整備するこ
とにより、長崎市におけるコンベンション開催に向けた
環境を整え、コンベンション開催を促進するもの。
補助対象：宿泊者数の下限を 500 名から 300 名へと緩和
ラグビーワールドカップ 2019 における各国選手団のキ
ャンプを長崎市に誘致することで、世界のトップ選手と
の触れ合いなどを通じた国際交流を行い、地域活性化に
つなげるとともに、長崎市のスポーツ振興を図るもの。
2020 東京オリンピック・パラリンピックにおける各国選
手団のキャンプを長崎市に誘致することで、世界のトッ
プ選手との触れ合いなどを通じた国際交流を行い、地域
活性化につなげるとともに、長崎市のスポーツ振興を図
るもの。
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主要事業名≪担当課名≫

◇Ｖ・ファーレン長崎応援事業
≪スポーツ振興課≫

事

業

内

容

Ｖ・ファーレン長崎の公式戦に、小中学生を招待し、ハ
イレベルなプロサッカーの試合観戦の場を提供すること
で、スポーツへの関心を高めるとともに、特産品抽選会、
観光ブースの出店などを通じて長崎市のＰＲを行い、交
流人口の増加を図るもの。

〇周辺地域における地域特有の資源磨きと活用
◇恐竜化石等研究調査事業
≪生涯学習課≫

長崎市の白亜紀後期の三ツ瀬層（約 8,100 万年前）から
恐竜・翼竜化石が発見されている。恐竜等化石の発掘調
査を行い資料の収集に努め、情報を発信する。

○「つながる Dejima」プロジェクトの推進
◇オランダ商館ヘリテージネットワーク
の活用
≪出島復元整備室≫

出島をはじめ世界各地に点在するオランダ商館跡の遺跡
管理者（アジア６カ国 10 都市）と連携し、構成メンバ
ー間で知識や研究を共有するとともに、文化的、経済的、
教育的交流を行うもの。

◇当時の出島と交流のあった都市等との
提携の推進
≪出島復元整備室≫

現在、シーボルトハウス、ライデン民族学博物館、ライ
デン大学と提携しており、今後、出島と関連のある提携
団体を増やし、中長期的に交流促進と観光客誘致等につ
なげていく。

○まちぶらプロジェクトの推進
◇まちなか再生推進
≪まちなか事業推進室≫
【新】長崎文化再生事業費補助
≪まちなか事業推進室≫

「まちなか」の魅力を向上させ、賑わいのある「まちな
か」を再生しようとするもの。
長崎町人文化の再認識や魅力の発信等を行うもの。
（※長
崎市提案型協働事業）

◇市街地再開発事業（新大工町地区）
≪まちづくり推進室≫

商業・業務・居住機能等の拡充・強化を図り、地域活力
の維持向上と賑わい再生を実現するため、市街地再開発
事業の支援を行うもの。

◇市街地再開発事業（浜町地区）
≪まちづくり推進室≫

市全体の活性化を図っていくため、まちなかの中核をな
す同地区において、市街地再開発事業の支援を行うもの。

○観光関連団体及び近隣自治体との連携

◇長崎国際観光コンベンション協会補助
≪観光推進課≫

（一社）長崎国際観光コンベンション協会に対し、事業
活動の充実・強化のために補助を行うもの。併せて、民
間で蓄積されたノウハウを基に、協会が長崎市の観光の
中核的役割を担えるよう組織変革を図ることができるも
のとして、民間等からの事務局長及び商品企画等担当マ
ネージャー、教育旅行担当のマネージャー等の人件費相
当額について補助を行うもの。

◇日本観光振興協会負担≪観光推進課≫

観光に関する動向や中央機関の方針などを会員や観光関
係機関に伝達するとともに、直面する問題について関係
団体等との連携を図りつつ、交流促進事業催事の後援、
協賛等を行うもの。
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主要事業名≪担当課名≫

◇長崎県観光連盟負担

≪観光推進課≫

事

業

内

容

長崎県、県内各市町、観光事業関係者及び関係諸団体に
よって構成される長崎県観光連盟の事業、また、関西・
中国地区、九州圏内をメインターゲットとした一般観光
客及び旅行会社に対し、誘客キャンペーンやＰＲ展開等
に取り組むもの。

（２）価値創造プロジェクト
○長崎独自の歴史や文化等を有する観光資源の魅力向上

◆世界遺産観光客受入

≪観光政策課≫

平成 27 年７月に世界遺産登録された「明治日本の産業
革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」及び「長崎の
教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録に向けて、
観光客受入態勢整備を進め、満足度の向上を図るもの。

≪文化財課≫

文化財の保存・整備を行い、後世に継承していくもの。
文化財等３Ｄ計測事業、国指定重要文化財旧長崎英国領
事館、国指定重要文化財旧グラバー住宅、国指定史跡長
崎台場跡四郎ケ島台場跡、国指定史跡小菅修船場跡、国
指定史跡高島炭鉱跡高島北渓井坑跡、伝統的建造物旧杠
葉本館ほか、伝統的建造物群保存地区、各種文化財

◇歴史的風致維持向上計画策定
≪文化財課≫

長崎の特色ある歴史・文化を活かしたまちづくりの実施
計画を策定するもの。

◇伝統的建造物群の保存活用
≪文化財課≫

東山手・南山手地区の伝統的建造物を保存、整備し、町
並み保存センター及びレストハウス等として活用するこ
とで、市民及び観光客に広く利用してもらい価値を知っ
てもらうもの。

◇長崎の炭鉱遺産記録調査≪文化財課≫

長崎の炭鉱遺産について収集した証言映像を記録として
活用し、後世に伝えていくもの。

◇ながさき歴史の学校事業≪文化財課≫

誰もが気軽に長崎の歴史を学ぶことが出来る様々な講座
を開催し、人材育成や地域づくり等につなげていくもの。

◇長崎学研究所の設置

≪文化財課≫

長崎学を振興及び継承していくため、長崎学研究所を設
置し、関係団体等の連携を促進するとともに、これまで
蓄積されてきた長崎学の研究成果や財産を後世に継承し
ていくもの。

◇出島復元整備事業（建造物復元）
≪出島復元整備室≫

第Ⅲ期建造物復元工事（６棟）を行うもの。
※平成 28 年供用開始予定（16 番蔵、筆者欄人部屋、14
番蔵、乙名詰所、組頭部屋、銅蔵）

◇出島復元整備事業（出島表門橋）
≪出島復元整備室≫

出島表門橋架橋及び周辺整備を行うもの。
※平成 29 年供用開始予定

◇出島の完全復元に向けた長期計画づく
り
≪出島復元整備室≫

出島保存活用計画（平成 28 年３月策定予定）に基づき、
史跡拡大と公有化、特別史跡の指定に向けて検討を行う
もの。

◇出土遺物の重要文化財指定
≪出島復元整備室≫

出島復元整備事業の発掘調査で出土した遺物の重要文化
財指定に向け資料整理を行い、文化庁と準備を進める。

◇文化財の保存・整備
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主要事業名≪担当課名≫

事

業

内

容

◇唐人屋敷顕在化事業
≪まちづくり推進室≫

日本と中国の交流の歴史的意義はもとより、長崎市の観
光の面からも重要な位置を占める唐人屋敷跡の顕在化を
行い、地域の特色ある魅力を活かしたまちづくりを進め
る。

【新】路面電車魅力向上費補助
≪都市計画課≫

観光客の主要な移動手段である路面電車の魅力向上を図
り、利用者の満足度を高めるため、既存の車両の設計・
改修などに対して費用の補助を行うもの。

◇まちなか再生推進
≪まちなか事業推進室≫
【新】長崎文化再生事業費補助
≪まちなか事業推進室≫
◆長崎ペンギン水族館施設整備
≪水産農林政策課≫

◇長崎街道シュガーロード推進
≪商業振興課≫

「まちなか」の魅力を向上させ、賑わいのある「まちな
か」を再生しようとするもの。
長崎町人文化の再認識や魅力の発信等を行うもの。
（※長
崎市提案型協働事業）
ペンギンの飼育種類が世界一の水族館の魅力向上を図る
ための整備を行うもの。
長崎街道沿いに伝承されている砂糖文化や菓子の技法な
どの歴史的なつながりの周知を図るとともに、シュガー
ロードについてわかりやすく身近に感じるための環境整
備や体制づくりを行う。また、歴史を活かした魅力ある
観光ルートを意識し、関係自治体等との広域連携による
取組みを推進する。

○世界文化遺産の保存と理解促進
世界文化遺産登録時の勧告に対応するとともに、来訪者受
入態勢の充実を図り、世界遺産価値の理解促進を推進する
もの。
世界文化遺産登録をめざし、構成資産及び関連資産を適切
◇「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」 に保存するため資産の調査や整備を行うとともに、来訪者受
登録推進
≪世界遺産推進室≫ 入態勢の充実を図り、世界遺産価値の理解促進を推進する
もの。
◇「明治日本の産業革命遺産」推進
≪世界遺産推進室≫

◇世界遺産保存整備事業「明治日本の産
業革命遺産」
≪世界遺産推進室≫

構成資産を適切に保存するため、資産及び周辺地域の整備
を行うもの。

◆「明治日本の産業革命遺産」理解促進
≪世界遺産推進室≫

８県 11 市にまたがる、23 資産の関係性や価値の理解促進を
図るため、国が策定する説明戦略に基づき、スマートフォンア
プリの開発やＤＶＤ等の製作を行うもの。

○世界新三大夜景の魅力向上

◆夜景観光推進、整備
≪観光政策課、みどりの課≫

長崎市が世界新三大夜景都市に認定され、今後も観光客
等の増加が見込まれるため、鍋冠山公園の展望台リニュ
ーアルや駐車場の増設、園路拡幅整備を行うとともに、
グラバー園第２ゲートからつながる園路に照明灯や案内
板の設置を行い、夜景観光の魅力向上を図るもの。

【新】夜景観光推進基本計画策定
≪観光政策課、出島復元整備室、まちづ
くり推進室≫

長崎の歴史性や各種計画との整合性を取りながら、長崎
の夜景を構成している各主体が連携して夜景づくりに取
り組むための基本計画を策定し、世界新三大夜景・日本
新三大夜景に認定された「長崎の夜景」の魅力の維持及
び向上を図るもの。
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主要事業名≪担当課名≫
【新】公園施設整備事業（稲佐山公園（ス
ロープカー整備））
≪みどりの課≫

事

業

内

容

「世界新三大夜景」の認定など、稲佐山山頂展望台を訪
れる観光客が増加しているなか、更なる観光客の増加に
対応するため、山頂展望台へのアクセスを向上させ、団
体観光客等の利便性を向上させる。

〇長崎特有の資源を活用した観光メニューの創造
≪観光推進課≫

世界遺産登録により増加が見込まれる観光客を市内に迎
え、伊王島・高島に呼び込むのにあたり、まち歩き観光
のための環境整備を行い、満足度の向上を図るもの。

◇農山漁村における滞在型余暇活動の推
進(グリーンツーリズム推進事業)
≪農業振興課≫

ツーリズム団体の育成強化や体験メニューの充実によ
り、農水産業等の振興及び地域活性化を図るもの。

◇農村漁村交流の推進
≪水産農林政策課≫

地域、観光客などとの交流や体験活動、特産品の販売な
どを行い、農村漁村地域の活性化を図るもの。

◇長崎さるく

【新】ビッグデータ等を活用した戦略策定

【新】ＤＭＯ推進

≪観光推進課≫

◇観光動向調査

≪観光政策課≫

ビッグデータを分析し、長崎市を訪問している観光客の
属性とその特徴、行動の傾向などの観光客の実態を把握
する。
また、当該データ分析に基づき、ターゲットを明確にし
たプロモーションを展開するための観光プロモーション
戦略を策定し、戦略的な観光誘致を行う。
長崎市を訪問している国内・外国人観光客の属性、関心、
訪問場所、消費額等を聞き取り調査に基づく分析により
明らかにし、観光施策につなげ、更なる観光誘客・経済
の活性化を図る。

○国内観光客への効果的な情報発信

≪観光推進課≫

長崎市内のイベントや観光施設等をテレビ等、多様なマ
スメディアを活用した宣伝広告により行うとともに、イ
ベントや観光施設等のＰＲ用媒体を製作し、旅行代理店
や宿泊施設等に広く周知を行い、観光客誘致につなげる
もの。

≪観光推進課≫

国内の一般観光客、旅行会社及び学校に対するプロモー
ションや観光素材説明会等の活動を通じ、長崎の魅力を
積極的に発信し、観光客及び修学旅行の誘致を行い、観
光交流による賑わいを創出する。併せて、長崎市の野外
コンサート会場にコンサートを誘致し、交流人口の拡大
を図る。

≪観光推進課≫

インターネット環境を通して、長崎の魅力をリアルタイ
ムで容易に取得してもらい、長崎への宿泊数及び観光客
の増加につなげるもの。

◇ロマン長崎選彰委員会運営
≪観光推進課≫

「ロマン長崎」３名を選彰し、国際文化観光都市長崎の
親善使節として、長崎市の商工観光の振興と友好都市と
の親善交流に寄与することを目的とするもの。

◇宣伝活動

◇国内観光客誘致対策

◇観光情報発信事業
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主要事業名≪担当課名≫

【新】世界・日本新三大夜景推進事業
≪観光政策課≫

事

業

内

容

日本新三大夜景認定都市である札幌市、神戸市、長崎市
の三都市が連携し、夜景の魅力を国内外へ発信すること
で、更なる日本夜景の認知度及び観光客誘致の向上を図
るもの。

○修学旅行の誘致強化

◇国内観光客誘致対策

≪観光推進課≫

プロモーションや観光素材説明会等の活動を通じ、長崎
の魅力を積極的に発信し、修学旅行の誘致を行い、観光
交流による賑わいを創出するもの。

○新しいお土産品開発
◆観光イメージアップ土産品開発支援事
業
≪商業振興課≫

長崎市事業者のお土産品開発を促し、長崎市観光のイメ
ージアップとなる新たなお土産品コンテスト及び商品Ｐ
Ｒを実施することで、長崎地域経済の活性化を図るもの。

○水産練り製品ブランド化
◇長崎水産練り製品ブランド化支援事業
≪商業振興課≫

「長崎かんぼこ王国」のイベント、展示会開催、売込強
化等、水産練り製品ブランド化事業に対する支援を行う
もの。

〇地域資源である農水産物を活用した食関連産業の活性化

◆「なつたより」ブランド化
≪水産農林政策課≫

◆「長崎和牛・出島ばらいろ」ブランド
強化
≪水産農林政策課≫

◆「長崎のおさかな」魅力発信・受入れ
態勢強化
≪水産農林政策課≫

◆６次産業化の推進
≪農業振興課、水産振興課≫

◆道の駅夕陽が丘そとめ誘客促進
≪水産農林政策課≫

民間提案型マーケティングマネージャーと生産者、ＪＡ、
長崎市が連携し、長崎びわ「なつたより」を中心として
新たな有利販売戦略を構築、実践し、販売価格の底上げ
を図り、生産者の経営安定につなげようとするもの。
日本一の称号を手にした「長崎和牛」の中の「出島ばら
いろ」について、高級感・歴史性・希少性を売りにした
地域ブランドとしての知名度向上と消費拡大を図り、生
産者の経営安定につなげようとするもの。
増加する観光客などへ、魚種の豊富さ、全国２位の漁獲
量を活かし、四季折々の旬な魚や新たなご当地グルメの
提供など受入態勢の整備を行うとともに、魅力発信を強
化し、外貨獲得を図るもの。
農林漁業者がネットワークを構築して取り組む新商品開
発・販路開拓等の６次産業化の取組みに対する支援及び
事業展開に必要な加工・販売設備等の整備に対する支援
を行うもの。
今後増加が見込まれる外国人を含む観光客の受入態勢の
整備を行うもの。

○まちなか商店街を支える商業人材の育成
◇まちなか商業人材サポート事業
≪商業振興課≫

まちなか商業地において中心的な役割を担うべき若手等
人材の育成を支援するもの。
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主要事業名≪担当課名≫

◇中小企業サポート活動
≪産業雇用政策課≫

事

業

内

容

金融相談、雇用促進に係るコーディネーターを配置し、
中小企業が直面する経営面等の課題について相談や解決
支援を行い、経営力の強化を図るなど、中小企業や創業
者のニーズに迅速かつ的確に対応する。

○農業・水産業を支える人材育成
◇青年就農給付金事業

≪農業振興課≫

◇農業新規参入促進事業≪農業振興課≫

◇新規漁業就業促進

≪水産振興課≫

◇グリーンツーリズム団体の育成
≪農業振興課≫

青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営
が不安定な就農直後（５年以内）の所得を確保する給付
金の交付を行うもの。
農業に新規参入しようとする企業又は個人に対し支援を
行い、新たな担い手の育成と遊休農地の活用につなげる
もの。
漁業への新規就業者の確保と円滑な着業の促進を図るた
め、各種支援を行うもの。
・漁業技術習得支援の実施
・就業確保支援の実施
・新規着業者フォローアップの実施
ツーリズム団体への支援及びツーリズム活動の推進によ
り、農水産業の振興及び地域活性化を図るもの。

○世界文化遺産の周知啓発と活用
◇世界文化遺産の周知啓発に伴う企画・
イベントの実施
≪世界遺産推進室、観光政策課、観光推
進課、文化財課≫

２つの世界文化遺産（候補）の周知啓発を図り、将来に
わたって活用していくため、民間と連携しながら資産の
魅力向上に努め、来訪者の増加による地域活性化を図る。
（周知啓発イベント（企画展、講演会等）
、看板等掲出、
モニターツアー、バス・電車等の広告、企画商品のＰＲ、
清掃活動）

○観光客の平準化による通年型観光の推進
◇長崎ランタンフェスティバル
≪観光推進課≫

「春節祭」をベースとした長崎ならではの中国文化や光
をテーマに特色あるイベントを企画・実施することによ
り、長崎観光の振興及び地域経済の活性化を図るもの。

◇長崎帆船まつり

≪観光推進課≫

長崎港に、国内外の帆船を招聘し、新たな賑わいの場を
創出し、観光や地域の活性化及び港、海に対する啓発を
図るもの。

◇長崎くんち踊り会場運営
≪観光推進課≫

長崎くんち公会堂前広場に仮設スタンドを建設し、長崎
くんち奉納踊りを観覧するための踊り会場を整備するも
の。

◇長崎市郷土芸能保存連合会補助（くん
ち、郷くんち）
≪観光推進課≫

長崎市の経済発展と観光事業振興の一翼を担う、伝統あ
る年中行事“長崎くんち”の円滑なる運営と進行を促進
し、
“演し物”の保存育成を図るもの。また、各地域の郷
土芸能の保存・継承を図るもの。

◇長崎ペーロン選手権大会
≪観光推進課≫

長崎の伝統行事であるペーロンを市民・観光客に広く認
知してもらい、観光客増加を図るもの。また、ペーロン
を通じて香港との相互交流を図り、観光情報を発信する
もの。
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主要事業名≪担当課名≫
◇国内ペーロン大会派遣事業
≪観光推進課≫

◇長崎居留地まつり

≪観光推進課≫

◇中島川周辺活性化事業≪観光推進課≫

◇観光イルミネーション事業
≪観光政策課≫
◇長崎ベイサイドマラソン＆ウオーク
≪スポーツ振興課≫

事

業

内

容

国内のペーロン大会に長崎の代表チームを派遣し、親善
交流を図るとともに、長崎ペーロン選手権大会への参加
と観光客誘致につなげるもの。
長崎の代表的観光地である旧外国人居留地の歴史的文化
遺産を活かしながら、多彩な催しを実施し、当該地区の
賑わいを創出するとともに、地域文化の活性化と地域振
興を図るもの。
長崎の歴史と文化に彩られた独自の風情をもつ中島川界
隈を活用し、新たな賑わいの場の創出と、観光及び地域
の活性化を図るもの。
「ながさきクリスマス」でのイルミネーションを訴求力
のある観光素材とし、長崎の夜景イベントとして定着さ
せることにより、誘客や宿泊の拡大を図るもの。
参加者の健康増進及びスポーツ人口の底辺拡大に寄与す
るとともに、地域活性化及び平和希求を目的として、市
民マラソンを開催するもの。

○交通事業者と連携した情報発信

◇交通事業者連携事業

≪観光推進課≫

従来のエージェント（旅行代理店等）との連携のみでな
く、交通事業者と直接連携を図りながら情報発信をはじ
めとした露出そのものを高めることで、観光都市長崎の
知名度を更に高め、観光客の誘客を図るもの。

●観光分野におけるマーケティング人材の育成

【新】ＤＭＯ推進

≪観光推進課≫

観光分野において経営戦略の立案や商品企画の立案等が
できるマーケティング人材の育成を図るため、ビッグデータ等
の分析に基づくマーケティングデータや観光商品開発等に関
するセミナーを開催する。

（３）交流を支える都市の基盤整備
○交流人口の拡大を図る都市基盤の整備

◇長崎駅周辺土地区画整理事業
≪長崎駅周辺整備室≫

長崎駅周辺地区において土地区画整理事業を施行するこ
とにより、新幹線を含む鉄道施設の受け皿整備を行うと
ともに、道路や駅前交通広場などの基盤整備と土地利用
の転換、有効利用を図り、国際観光文化都市長崎の玄関
口にふさわしい都市拠点の形成を図る。

◇九州新幹線西九州ルート整備事業
≪長崎駅周辺整備室≫

九州新幹線西九州ルートは、西九州地域の振興に大きく
寄与することはもちろんのこと、国土の均衝ある発展と
ともに九州地区の一体的飛躍に大きく貢献する重要な交
通軸となるものであり、全国新幹線鉄道整備法に基づき、
新幹線鉄道として整備されるもの。

◇ＪＲ長崎本線連続立体交差事業
≪長崎駅周辺整備室≫

鉄道の高架化による東西市街地の一体化及び踏切除却に
よる交通混雑や踏切事故の解消を図るとともに、土地区
画整理事業と一体となった長崎駅周辺地区の再整備を行
う。
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主要事業名≪担当課名≫
◇松が枝国際観光船埠頭２バース化
≪都市計画課≫
（事業主体は国及び長崎県）

◇都市間道路ネットワークの充実
≪土木企画課≫

事

業

内

容

長崎港は、国内有数の国外クルーズ客船の寄港地となっ
ており、近年の東アジアクルーズ市場の拡大やクルーズ
客船の大型化に対応した整備を行う。
県内及び九州内の各都市間の連絡時間の短縮を図る広域
幹線道路である九州横断自動車道長崎大分線や国道 34
号日見バイパスの完全４車線化、地域高規格道路長崎南
北幹線道路・西彼杵道路等の整備を促進するため、国等
への要望活動及び関係機関との相互調整を行うもの。

○来訪者の受入態勢の整備
◇観光地の歩行環境向上のための道路整
備
≪土木維持課≫
【新】観光客の回遊性向上のための道路
等整備（松が枝町駐車場・銅座町松が枝
町線ほか）≪土木企画課、道路建設課≫

景観性を考慮しながら安全で快適な道路空間を確保する
ための整備を行うもの。
観光地の交通環境向上のため、公共駐車場の改良、都市
計画道路の新設・改築等の整備を行うもの。

（４）交流の産業化を進める体制づくり
●長崎市版ＤＭＯの確立

【新】ＤＭＯ推進

≪観光推進課≫

データ分析に基づく本格的なマーケティングなど、日本
版ＤＭＯに求められる機能の整備に向けて、ＤＭＯ候補
法人がビッグデータ分析及び観光プロモーション戦略
の策定等を行うのにあたり支援するもの。

○長崎創生に取り組む民間への支援

【新】長崎創生プロジェクト事業
≪都市経営室≫

人口減少克服・地方創生の推進にかかる市民、企業、大
学、地域、ＮＰＯ等の主体的取組みを支援するもの。
・長崎創生プロジェクト認定制度の創設
・長崎創生プロジェクト事業補助金
・コーディネーターによる事業化支援
・長崎創生政策アイデアコンテスト開催
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経済を強くし、雇用をつくる

基本目標Ａ
基本基本目標

主要事業名≪担当課名≫

事

業

内

容

Ａ－１ 地場産業（船）の強化
○地場企業の販路拡大

◆優れモノ認証

≪産業雇用政策課≫

◇長崎港活性化センター補助
≪産業雇用政策課≫

市内中小企業者等が開発した新規性や独自性等が認めら
れる製品・技術を「優れモノ」として認証し、市内外へ
の情報発信や展示会への出店等の積極的な販路拡大・開
拓を支援するもの。
長崎港活性化センターを通じて、長崎～釜山国際定期コ
ンテナ航路の維持定着を図るための集荷活動及び貿易活
動支援等を行い、地域経済の活力を創造するもの。

○企業の経営力強化（Ａ－６再掲）
◇企業誘致推進（地場企業増設・移設分） 地場企業の活性化を図るため、立地形態に応じた奨励措
≪産業雇用政策課≫ 置を講じる。
中小企業の設備等の新設及び更新に要する経費について
◆中小企業設備投資促進事業費補助（設
補助を行い、積極的な設備投資を後押しし、地場産業の
備整備）
≪産業雇用政策課≫
活性化を図るもの。
ものづくり企業の技能の伝承や製造技術の高度化などの
生産性を向上させる取組みを推進し、競争力強化を図る
◇ものづくり支援 ≪産業雇用政策課≫
とともに、経営管理部門のレベルアップや人材確保の取
組みを強化し、経営基盤の安定化を図るもの。

○新たな分野へ進出する企業の支援（Ａ－５再掲）
◆海洋再生エネルギー産業集積推進費補
助
≪産業雇用政策課≫
◇地場企業と大学との連携促進（新製品
等の研究開発）
≪産業雇用政策課≫

海洋再生エネルギー産業集積に取り組む企業が行う事業
可能性調査及び人材育成に対する経費の一部を助成する
もの。
新製品や新技術の開発を目的として、地場企業が大学等
と共同研究を行う際にかかる費用の一部を補助するも
の。

○中小企業者の経営基盤の安定と強化（Ａ－２、Ａ－４、Ａ－６再掲）

◆中小企業融資制度資金≪商業振興課≫

中小企業の円滑な資金の確保のための融資制度を市、取
扱金融機関、信用保証協会が三位一体となって設け、中
小企業の経営基盤の安定と強化を支援するもの。

Ａ－２ 地場産業（食）の強化
○ブランド力の強化
◆長崎こだわり逸品育成支援事業
≪商業振興課≫

大都市圏において、商品づくりから、商談会や物産展等
の開催による販路開拓・拡大までの総合的な支援を行う
もの。
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主要事業名≪担当課名≫
◇ＨＡＣＣＰ（ハサップ）認証推進事業
≪産業雇用政策課≫

事

業

内

容

長崎の水産品を活かした地域経済振興を図るため、特に
域外への販路開拓や販路拡大の機会を逃さずに捉え、競
争力強化のために必要となる衛生管理水準の向上を支援
するもの。

○販路開拓・拡大
◆長崎こだわり逸品育成支援事業
≪商業振興課≫

◇物産振興推進事業

≪商業振興課≫

◇アジア等販路拡大推進事業
≪商業振興課≫

大都市圏において、商品づくりから、商談会や物産展等
の開催による販路開拓・拡大までの総合的な支援を行う
もの。
販路拡大を図るため、見本市等への共同出展を行うとと
もに、物産展の開催により特産品のＰＲや知名度向上を
図る。
アジア諸国等をターゲットに、市内事業者と連携した加
工食品等の試験販売・商談会等を実施し、販路開拓・拡
大を支援する。

○中小企業者の経営基盤の安定と強化（Ａ－１、Ａ－４、Ａ－６再掲）

◇中小企業融資制度資金≪商業振興課≫

中小企業の円滑な資金の確保のための融資制度を市、取
扱金融機関、信用保証協会が三位一体となって設け、中
小企業の経営基盤の安定と強化を支援するもの。

Ａ－３ 農林水産業の活性化
○農林業の経営安定

◆人・農地プラン整備計画策定
≪農業振興課≫

「人・農地プラン」の実現に向けて、
「戦略モデル地区」
において、集落で話し合いを重ね、合意形成を図りなが
ら、生産基盤整備、担い手の確保、農地集積などの具体
的な整備計画を策定するもの。

◆有害鳥獣69対策

イノシシ・シカ等の有害鳥獣による農業及び生活環境へ
の被害対策として、基本対策を実施するとともに、地域
ぐるみの取組みの強化・支援により、鳥獣被害の軽減に
努めるもの。

≪農業振興課≫

◇農業振興施設整備事業≪農業振興課≫

生産基盤の整備等の支援を行い、持続可能な農業経営を
促し、産地の育成拡大と地域活性化を図るもの。

【新】農業振興計画策定≪農業振興課≫

「長崎市農業振興計画」の事業効果等を客観的に検証し、
今後の農業振興の方向性を明確にするもの。

◆農業用施設整備事業（用水施設）
≪農林整備課≫

農業用水施設の整備を実施し、経営規模の拡大や地域振
興作物の生産を促進するもの。

◆山林整備事業

市有林（直営林）について、森林資源の有効活用と公益
的機能の充実を図るため、間伐や下刈り及び林道、林業
専用道、森林作業道の開設等を行うもの。

≪農林整備課≫

69

「有害鳥獣」
：イノシシ・シカなど、人畜や農作物などに食害・掘り起しなど何らかの被害を及ぼす野生鳥獣の
こと。
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主要事業名≪担当課名≫

事

業

内

容

○水産業の経営安定

◆水産振興計画推進

≪水産振興課≫

◆水産業振興対策（新生水産県ながさき
総合支援）
≪水産振興課≫

◆水産業強化対策産地協議会負担
≪水産振興課≫

◆海底浄化推進事業費補助
≪水産振興課≫

◆水産業振興対策事業費補助（新生水産
県ながさき総合支援） ≪水産振興課≫

◆水産物供給基盤機能保全事業（漁港施
設機能保全）
≪水産振興課≫

◆漁村再生交付金事業（戸石漁港浮桟橋
整備（本港地区）
）
≪水産振興課≫

◇水産多面的機能発揮対策支援
≪水産振興課≫

◇水産種苗生産、水産種苗放流事業費補
助
≪水産センター、水産振興課≫

平成 27 年度に策定した「第３次長崎市水産振興計画」
について、実効性を高めるため、審議会を継続的に開催
し進捗管理を図る。また、関係団体と連携強化を図り、
各取組みを実践していくため、プロジェクトチームを設
置するもの。
水産物の販路拡大及び新たな加工品開発を図り、水産加
工業者の経営安定化に資するため、事業者が行う販売促
進事業等の経費の一部を助成する。
産地水産業強化支援事業（水産業強化対策推進交付金）
において、長崎市、地元団体（漁協等）で設立した産地
協議会が行う、漁村の６次産業化等を通じた産地の水産
業強化の取組みについて、その費用の一部を負担するも
の。
漁場環境が悪化し、資源の減少が懸念される大村湾及び
橘湾において、漁場を耕うんし海底を活性化するととも
に、ゴミの回収を実施することで、水産生物の生育環境
を改善し、漁場機能の回復と生産性を高めるもの。
水産業振興のための機材、機器、販売関連施設等を整備
し、漁協等の経営安定化を図るため、事業者が行う施設
整備事業等の経費の一部を助成する。
・市管理漁港において、水深を測定する水域調査を実施
するもの。
・漁港施設の老朽化診断の結果、早急に対策を取る必要
がある施設について、保全工事を実施するもの。
漁業者の水揚げの待ち時間や干潮時の水揚げ労力の軽
減、及び養殖魚の１日の水揚げ時間の短縮が可能な浮桟
橋を設置し、漁獲物の鮮度向上を図るとともに、漁協・
漁業者の経費削減及び労力の軽減を図るもの。
長崎市沿岸において藻場の減少が進み、磯焼けが拡大し
ており、今後更に海藻類の群生地の減少が懸念されるた
め、地域で活動グループを組織し、藻場保全のための事
業を実施するもの。
つくり育てる漁業の振興のため、市内沿岸漁業の重要魚
種の水産種苗を生産し漁業者に供給するとともに、漁業
協同組合等が行う沿岸主要魚種の種苗放流やいか産卵場
の整備に対する支援を行う。また、養殖業者等グループ
の所得向上を図るため、海藻等養殖の資材費等に対する
支援を行うもの。

≪水産センター≫

漁業者から要望が強く高い収益性が期待できる新たな魚
種の種苗を生産し、養殖用及び放流用として供給するも
の。

◆長崎市産クロマグロ種苗量産化試験事
業
≪水産センター≫

地元漁業者の協力のもと、市内養殖場で採取した受精卵
を用いて種苗量産化試験を行い、長崎市内での卵から成
魚までの一貫生産の可能性を探るもの。

◇魚類生産技術開発
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主要事業名≪担当課名≫
◆養殖魚付加価値向上試験事業
≪水産センター≫
◆クマエビ低コスト海面養殖技術開発事
業
≪水産センター≫

◆ＨＡＣＣＰ（ハサップ）認証推進
≪産業雇用政策課≫

【新】漁場施設機能保全事業
≪水産振興課≫
【新】水産業振興対策事業費補助（新水
産業収益性向上・活性化支援）
≪水産振興課≫
【新】産地水産業強化支援事業費補助（漁
協等施設整備）
≪水産振興課≫

事

業

内

容

長崎市特産の柑橘「ゆうこう」等、本市の農産物を餌料
に添加することにより、付加価値の高い養殖魚の開発試
験を行い、養殖業者の経営安定を図るもの。
養殖業者の経営の安定化を図るため、低コストでかつ短
期間に商品化でき、高い収益性が期待できるクマエビの
海面養殖等の技術開発試験を行うもの。
長崎の水産品を活かした地域経済振興を図るため、特に
域外への販路開拓や販路拡大の機会を逃さずに捉え、競
争力強化のために必要となる衛生管理水準の向上を支援
するもの。
老朽化が進んでいる消波堤の効果的・効率的な維持管理
を図るため、機能診断等を実施し、機能保全計画を策定
するもの。
水産業振興のための機材、機器、販売関連施設等を整備
し、漁協等の経営安定化を図るため、事業者が行う施設
整備事業等の経費の一部を助成する。
水産業の収益性改善及び経営安定化を図るため、漁業協
同組合等が実施する機材、機器、施設等の整備に対する
支援を行うもの。

〇農林水産物の消費・販路拡大による農林水産業の活性化
◇ながさきの「食」魅力発信
≪水産農林政策課≫
◇農水産品ＰＲイベントの開催
≪水産農林政策課≫

◇旬の魚イベントの開催
≪水産農林政策課≫

◆ふるさと納税を活用した農林水産品の
魅力発信 ≪水産振興課、農業振興課≫

食卓の日のＰＲや味わいの匠の活動、テレビなどの媒体
を通じて長崎の食の魅力発信を行い、地産地消の推進を
図るもの。
「食の博覧会」や「ながさき実り恵み感謝祭」などの農
水産品ＰＲイベントを通じて、長崎の農水産物や食文化
などの魅力を発信し、消費拡大を図るもの。
年間を通じて、季節ごとに地域の漁協等で開催されてい
る旬の魚をメインとしたイベントの魅力発信に関する支
援を行い、地域の魚の消費拡大と地域の活性化を図るも
の。
長崎市を応援したいという思いを形にしたふるさと納税
の謝礼品に、長崎市自慢の農水産物・加工品などの情報
を掲載し、市内の農水産品の魅力発信を行うとともに消
費拡大を図る。

〇新規就業者の定着
◇長崎市地産地消振興公社運営費補助
（人材育成事業） ≪水産農林政策課≫

◇新規漁業就業促進

≪水産振興課≫

◇青年就農給付金事業

≪農業振興課≫

農業従事者の確保育成を行う人材育成事業などを実施し
ている同公社への支援を行うもの。
漁業への新規就業者の確保と円滑な着業の促進を図るた
め、各種支援を行うもの。
・漁業技術習得支援の実施
・就業確保支援の実施
・新規着業者フォローアップの実施
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営
が不安定な就農直後（５年以内）の所得を確保する給付
金の交付を行うもの。

118

主要事業名≪担当課名≫

事

業

内

容

農業に新規参入しようとする企業又は個人に対し支援を
行い、新たな担い手の育成と遊休農地の活用につなげる
もの。
農業経営基盤強化促進法、食料・農業・農村基本計画の
◇農業経営改善支援体制整備事業
担い手政策に基づき、
「農業の担い手」の育成・確保を図
≪農業振興課≫
り、将来の農業構造の確立をめざすもの。
新規就農希望者や農繁期の農家の手伝いを行う農業ヘル
◇農業センター運営（農業ヘルパー育成）
パーを育成するため、農業に対する講義や現地指導を行
≪農業振興課≫
うもの。
【新】農業振興計画策定事業
「長崎市農業振興計画」の事業効果等を客観的に検証し、
≪農業振興課≫ 今後の農業振興の方向性を明確にするもの。
栽培技術の乏しい新規就農者や定年帰農者に、栽培技術
【新】栽培技術指導支援事業
を向上させ、農産物の安定生産と経営安定をめざし、適
≪農業振興課≫
切な指導を行うもの。
◇農業新規参入促進事業≪農業振興課≫

○労力支援のマッチング
◇地域労力支援システム強化支援事業
≪農業振興課≫

農繁期などに必要な地域内の労力を確保するシステムを
構築強化し、強い経営力を持った農家の育成を図るもの。
新規就農希望者や農繁期の農家の手伝いを行う農業ヘル
◇農業センター運営（農業ヘルパー育成）
パーを育成するため、農業に対する講義や現地指導を行
≪農業振興課≫
うもの。

○「魚のまち長崎応援女子会」及び「長崎の魚ＰＲ・おもてなしアクションチーム」との
連携
◆「長崎の魚」の魅力発信・消費拡大
≪水産農林政策課≫

全国２位の漁獲量を誇り、四季折々豊富な魚種が食せる
「長崎の魚」の魅力を域内外へ向け、様々な広報ツール
により発信することで、長崎の魚の魅力向上と消費拡大
を図るもの。

Ａ－４ 商業を中心としたサービス業への支援
○商店街組織の運営強化
◇地域商店街マネージメント支援
≪商業振興課≫

商店街等の事業計画の作成・見直しとともに、ＰＤＣＡ
サイクルによるマネジメント体制の構築・強化を支援す
るもの。

○商店街の活性化
◇長崎市商業活性化事業費補助
≪商業振興課≫
◇長崎市商店街賑わい整備事業補助
≪商業振興課≫

商店街組織が行う空き店舗等の活用や商店街の賑わい創
出に向けたソフト事業による商店街の活性化を図るため
の取組みを支援するもの。
商店街組織が行う商店街の機能向上に向けた共同施設等
のハード整備による商店街の活性化を図るための取組み
を支援するもの。

○中小企業者の経営基盤の安定と強化（Ａ－１、Ａ－２、Ａ－６再掲）

◇中小企業融資制度資金≪商業振興課≫

中小企業者の事業に必要な資金の円滑な調達を支援する
ための長崎市の融資制度資金で、創業者に対して、必要
となる資金の融資を行うもの。
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主要事業名≪担当課名≫

事

業

内

容

Ａ－５ 創業の支援
○産学連携を通じた創業支援
◇ながさき出島インキュベータ「Ｄ－Ｆ
ＬＡＧ」の運営・入居者支援
≪産業雇用政策課≫

医工連携など産学官が連携した研究開発に対応可能な
「研究室型」のオフィスを持つ創業支援施設「Ｄ－ＦＬ
ＡＧ」に配置されているインキュベーション・マネージ
ャー等の経費及び入居者の賃料の一部を補助するもの。

○創業に向けた経営基盤の安定と強化
◇中小企業融資制度資金（中小企業創業
資金）
≪商業振興課≫

中小企業者の事業に必要な資金の円滑な調達を支援する
ための長崎市の融資制度資金で、創業者に対して、必要
となる資金の融資を行うもの。

◆創業者ホームページ開設費補助
≪産業雇用政策課≫

販路拡大を目的として、創業者がホームページを開設す
る際の費用の一部を補助するもの。

○新たな分野へ進出する企業の支援（Ａ－１再掲）
◆海洋再生エネルギー産業集積推進費補
助
≪産業雇用政策課≫

海洋再生エネルギー産業集積に取り組む企業が行う事業
可能性調査及び人材育成に対する経費の一部を助成する
もの。

◇地場企業と大学との連携促進（新製品
等の研究開発）
≪産業雇用政策課≫

新製品や新技術の開発を目的として、地場企業が大学等
と共同研究を行う際にかかる費用の一部を補助するも
の。

Ａ－６ 中小企業の経営基盤の強化
○多様な企業ニーズへの対応

◇中小企業サポート活動
≪産業雇用政策課≫

技術指導や金融相談、雇用促進に係るコーディネーター
を配置し、中小企業が直面する経営面、技術面等の課題
について相談や解決支援を行い、経営力の強化を図るな
ど、中小企業や創業者のニーズに迅速かつ的確に対応す
る。

○企業の経営力強化（Ａ－１再掲）
◇企業誘致推進（地場企業増設・移設分） 地場企業の活性化を図るため、立地形態に応じた奨励措
≪産業雇用政策課≫ 置を講じる。
中小企業の設備等の新設及び更新に要する経費について
◆中小企業設備投資促進事業費補助（設
補助を行い、積極的な設備投資を後押しし、地場産業の
備整備）
≪産業雇用政策課≫
活性化を図るもの。

◇ものづくり支援

≪産業雇用政策課≫

ものづくり企業の技能の伝承や製造技術の高度化などの
生産性を向上させる取組みを推進し、競争力強化を図る
とともに、経営管理部門のレベルアップや人材確保の取
組みを強化し、経営基盤の安定化を図るもの。
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主要事業名≪担当課名≫

事

業

内

容

○中小企業者の経営基盤の安定と強化（Ａ－１、Ａ－２、Ａ－４再掲）
◆中小企業融資制度資金≪商業振興課≫

中小企業者の事業に必要な資金の円滑な調達を支援する
ための長崎市の融資制度資金で、創業者に対して、創必
要となる資金の融資を行うもの。

○市内企業を支援する関係団体との連携
◇商工会館内商工関係団体連絡会
≪産業雇用政策課≫

長崎商工会館に入居する経済関係団体との情報交換を定
期的に行うことで、相互の支援体制に係る連携を図る。

◇金融機関との情報交換会
≪産業雇用政策課≫

本市の金融機関と本市の経済に係る最近の話題や動向な
どについて情報交換を定期的に行ことで、相互の連携並
びに経済動向の把握を図る。

Ａ－７ 労働環境の改善
○ワーク・ライフ・バランスの推進（Ｃ－３再掲）
◇中小企業サポート活動（雇用促進コー
ディネーター配置）≪産業雇用政策課≫

中小企業が直面する経営面、技術面等の課題について相
談や解決支援を行い、経営力の強化を図るもの。

◇労政だよりの発行≪産業雇用政策課≫

国や県の支援制度等について、本市ホームページに掲載
している「労政だより」で紹介することにより、周知・
啓発を図る。

◇男女共同参画に関する講座、講演会の
開催
≪人権男女共同参画室≫

男女共同参画について、市民が関心や興味を持って考え
る機会となるような講座、講演会を実施するもの。

◇男女が共に働きやすい職場環境づくり
に取り組んでいる企業の表彰
≪人権男女共同参画室≫

男女が共に誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組
み、また、実践している事業所を募集、表彰し、その取
組みの内容を広く紹介することを通して、企業や市民の
男女共同参画に対する意識の醸成、動機づけを図るもの。

【新】広報活動の強化（ＵＩＪターン就
職促進事業での市ホームページによる企
業紹介と連動した優良企業〔くるみん認
定企業、ワーク・ライフ・バランスに取
り組む企業等〕の紹介）≪産業雇用政策
課、人権男女共同参画室≫

労働環境の改善に取り組んでいる地元企業を広く紹介す
ることを通して、企業や市民の意識の醸成、動機づけを
図るもの。

◇中小企業融資制度資金(中小企業いき
いき労働環境整備資金)による低利な融
資の実施
≪商業振興課≫

中小企業者の事業に必要な資金の円滑な調達を支援する
ための長崎市の融資制度資金で、従業員のための労働環
境づくりに取り組んでいる中小企業者に対して、設備や
運転に要する資金の融資を行うもの。

◆ワーク・ライフ・バランスに取り組む
企業等へのインセンティブ付与
≪人権男女共同参画室≫

企業等のワーク・ライフ・バランスの取組みを促すイン
センティブを検討し、付与するもの。
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事
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内
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Ａ－８ 地元就職・定着に向けた取組み
○学生等の地元定着（Ｂ－１、Ｂ－５、Ｃ－１再掲）

◇学生地元就職促進事業
≪産業雇用政策課≫

◇合同企業面談会の開催(国・県との共
催)
≪産業雇用政策課≫

◇ものづくり支援

≪産業雇用政策課≫

大学・短大・専門学生と地元企業とが一堂に会する機会
を設けることで、学生に対しては積極的な就職活動の醸
成及び地元企業の認知推進等を図り、企業に対しては学
生の就職意識の把握による採用促進及び企業宣伝の場の
提供を図るもの。
長崎県やハローワーク等と共催して、一般若年者、Ｕ・
Ｉターン希望者、在職者等を対象に合同企業面談会を実
施する。
ものづくり企業の技能の伝承や製造技術の高度化などの
生産性を向上させる取組みを推進し、競争力強化を図る
とともに、経営管理部門のレベルアップや人材確保の取
組みを強化し、経営基盤の安定化を図るもの。

●若年者の正社員化支援（Ａ－７、Ｃ－１再掲）

●建設業若者入職促進・人材育成支援事
業
≪産業雇用政策課≫

建設業団体等にて、建設業界に興味を持つ若年層を対象
に職業理解促進のためのセミナー等を実施したのち、当
該セミナー受講者のうち建設業への入職に意欲のある若
年者を雇用し、ＯＦＦ－ＪＴ（職場外研修）やＯＪＴ（企
業での現場実習）を通じて、建設業界での正規雇用につ
なげる。併せて、建設業への入職につなげるためのＰＲ
を行う。

○求職者の地元就職のための受け皿確保（Ａ－９、Ｂ－１再掲）
◇企業誘致推進

≪産業雇用政策課≫

企業立地を促進するため、必要な奨励措置を講ずるとと
もに、県産業振興財団への職員派遣や情報交換会等を開
催し、積極的な企業誘致を展開するもの。

○ＵＩＪターン就職促進

◆ＵＩＪターン就職促進事業
≪産業雇用政策課≫

ＵＩＪターン就職を希望する優秀な人材が地元企業に就
職するきっかけづくりのため、チラシ、ホームページの
更新及び首都圏・福岡都市圏等の大学や関係機関の訪問
により周知・広報活動を行う。また、地元企業に対して
県外で開催される企業面談会への参加経費の一部を補助
することにより、ＵＩＪターン者の就業機会の拡大を図
る。

●地場企業の知名度向上（Ｃ－１再掲）
◆産業育成支援（地場企業知名度アップ
支援事業
≪産業雇用政策課≫

◇游学都市・ながさき推進（学生向けパ
ンフレット作成）
≪都市経営室≫

厚生労働省調査によると、ワーク・ライフ・バランスに
取り組んでいる事業者の業績が伸びる傾向があるという
ことから、ワーク・ライフ・バランスに特化した人材育
成及び広報活動を行うもの。
学生ならではの視点を活かした地元企業の魅力を情報発
信する企業紹介パンフレットを作成することで、地元で
の就職を考える機会を提供する。
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主要事業名≪担当課名≫

事

業

内

容

Ａ－９ 企業誘致の推進
〇求職者の地元就職のための受け皿確保（Ａ－８、Ｂ－１再掲）
◇企業誘致推進

≪産業雇用政策課≫

企業立地を促進するため、必要な奨励措置を講ずるとと
もに、県産業振興財団への職員派遣や情報交換会等を開
催し、積極的な企業誘致を展開するもの。

○雇用を生み出す企業の進出のための基盤整備（Ｂ－１再掲）
◇企業立地用地整備事業（田中町）
≪産業雇用政策課≫

九州新幹線西九州ルートのトンネル工事に伴う発生土を
活用して、田中町（卸団地横）において企業立地用地の
整備を行い、企業進出のための用地を確保するもの。

新しいひとの流れをつくる

基本目標Ｂ
基本基本目標

主要事業名≪担当課名≫

事

業

内

容

Ｂ－１ ＵＩＪターン者への雇用の確保
○求職者の地元就職のための受け皿確保（Ａ―８、Ａ―９再掲）
◇企業誘致推進

≪産業雇用政策課≫

企業立地を促進するため、必要な奨励措置を講ずるとと
もに、県産業振興財団への職員派遣や情報交換会等を開
催し、積極的な企業誘致を展開するもの。

○雇用を生み出す企業の進出のための基盤整備（Ａ－９再掲）
◇企業立地用地整備事業（田中町）
≪産業雇用政策課≫

九州新幹線西九州ルートのトンネル工事に伴う発生土を
活用して、田中町（卸団地横）において企業立地用地の
整備を行い、企業進出のための用地を確保する。

○学生の地元定着（Ａ―８、Ｂ―５、Ｃ―１再掲）
◇合同企業面談会の開催（国・県との共
催）
≪産業雇用政策課≫

長崎県やハローワーク等と共催して一般若年者、Ｕ・Ｉ
ターン希望者、在職者等を対象に合同企業面談会を実施
する。

Ｂ－２ 農林水産業への就業促進
○農林水産業への就業促進
◇人・農地プラン整備計画策定
≪農業振興課≫

◇青年就農給付金事業

≪農業振興課≫

「人・農地プラン」の実現に向けて、
「戦略モデル地区」
において、集落で話し合いを重ね、合意形成を図りなが
ら、生産基盤整備、担い手の確保、農地集積などの具体
的な整備計画を策定するもの。
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営
が不安定な就農直後（５年以内）の所得を確保する給付
金の交付を行うもの。
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主要事業名≪担当課名≫
◇農業新規参入促進事業≪農業振興課≫

◇農業経営改善支援体制整備事業
≪農業振興課≫

◇新規漁業就業促進

≪水産振興課≫

事

業

内

容

農業に新規参入しようとする企業又は個人に対し支援を
行い、新たな担い手の育成と遊休農地の活用につなげる
もの。
農業経営基盤強化促進法、食料・農業・農村基本計画の
担い手政策に基づき、
「農業の担い手」の育成・確保を図
り、将来の農業構造の確立をめざすもの。
漁業への新規就業者の確保と円滑な着業の促進を図るた
め、各種支援を行うもの。
・漁業技術習得支援の実施
・就業確保支援の実施
・新規着業者フォローアップの実施

○移住希望者に対するサポート（Ｂ－４再掲）
◇ながさき暮らし推進事業
≪地域振興課≫

◇受入団体等登録制度

≪農業振興課≫

◇漁業担い手協議会によるサポート
≪水産振興課≫

◇農業担い手協議会によるサポート
≪農業振興課≫

都心で開催する移住相談会に参加して長崎への移住を検
討している人の相談を受ける。また、ながさき定住支援
センターが移住定住希望者の相談窓口となりサポートす
る。
就農を考えている全国の方々へ、長崎県を就農先として、
選択していただけるよう、研修や就農先としての受入体
制を整えた産地や農業法人などを登録し、全国へ情報発
信するもの。
漁協や漁業者、市、県からなる協議会で、地域の実情に
沿った新規就業者の定着を図るため、希望者の受入体制
や研修、着業後のフォロー状況について意見交換・検討
を行うもの。
農協・県など関係機関で組織する「長崎市担い手育成総
合支援協議会」が一体となり、担い手の育成確保のため、
就農相談など定着に向けたサポートを実施するもの。

Ｂ－３ 住まいに関する支援
●空き家・空き地を活用した移住定住の促進
◆「空き家・空き地バンク」制度
≪住宅課≫

移住定住を促進するため、長崎市のホームページに、空
き家、空き地の情報（合併地域から旧長崎市域へ範囲を
拡大）を掲載し情報提供する。

○移住準備のための支援
◆ながさき暮らし推進事業（高島・野母
崎中長期型滞在施設） ≪地域振興課≫

高島・野母崎地区に中長期で滞在できる体験施設を準備
し、長崎への本格移住のための支援を行う。

●地域と連携した移住定住の促進

◆移住定住促進事業
≪琴海行政センター≫

地域住民等との連携により移住定住希望者の受入態勢を
充実させる。また、移住定住希望者に対して、滞在施設
の提供や、地域住民等との関わりへの積極的なサポート
等を行う。
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主要事業名≪担当課名≫

事
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内
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Ｂ－４ 長崎で暮らす魅力の発信
【新】移住定住者向けホームページの開設
【新】移住定住希望者向けホームページ
開設
≪地域振興課≫

移住定住者向けのホームページを新たに開設し、支援策
をはじめ、長崎市の様々な魅力や行政サービスの情報を
総合的に提供する。

○移住希望者に対するサポート（Ｂ－２再掲）
◇ながさき暮らし推進事業
≪地域振興課≫

都心で開催する移住相談会に参加して長崎への移住を検
討している人の相談を受ける。また、ながさき定住支援
センターが移住定住希望者の相談窓口となりサポートす
る。

○地域おこし協力隊による長崎の魅力発信
◆地域おこし協力隊事業≪地域振興課≫

地域おこし協力隊の活動において、地域の魅力を発掘・
発信する。

Ｂ－５ 長崎で学ぶ魅力の向上
○長崎地域の大学への進学促進

◇游学都市・ながさき推進（学生地域連
携活動支援事業分）
≪都市経営室≫

ボランティア参加を希望する長崎地域の大学の学生と地
域でボランティアの機会を提供する団体をつなぐ、游学
のまち de やってみゅーで“Ｕ－サポ”の取組みにより、
学生の社会活動への参加を支援することで、長崎地域で
学ぶ学生の人間的成長を促す場としての魅力向上を図
る。

◇游学都市・ながさき推進（地域の大学
による特色ある取組みの発表会開催分）
≪都市経営室≫

長崎地域の大学と連携し、各大学の特色やユニークな取
組みを学生が発表する「キラキラ！七色大学！」を開催
し、その魅力を発信することにより、高校生やその保護
者等に対し、地元での進学を考える機会を提供する。

◇留学生支援・連携

大学等のグローバル化に併せ、学生数の増にもつながる
留学生の増加を図るため、産学官が一体となって設立し
た「長崎留学生支援センター」の活動を中心に、留学生
の各種支援策に取り組むもの。

≪国際課≫

○学生の地元定着（Ａ－８、Ｂ－１、Ｃ－１再掲）
◇游学都市・ながさき推進（学生による
パンフレット作成分） ≪都市経営室≫

学生ならではの視点を活かした地元企業の魅力を情報発
信する企業紹介パンフレットを作成することで、地元で
の就職を考える機会を提供する。

◇合同企業面談会の開催（国・県との共
催）
≪産業雇用政策課≫

長崎県やハローワーク等と共催して一般若年者、Ｕ・Ｉ
ターン希望者、在職者等を対象に合同企業面談会を実施
する。
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主要事業名≪担当課名≫

事

業

内
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○大学との連携

◇道路維持管理情報システム構築事業
≪土木維持課≫

◇長崎大学道守養成ユニット事業との連
携
≪土木維持課≫

◇長崎・ヒバクシャ医療国際協力会事業
≪調査課≫

◇核兵器廃絶長崎連絡協議会事業
≪平和推進課≫

長崎大学が開発したシステムを活用し、公用車によって
車道舗装の劣化状況を測定したり、市民でもスマートフ
ォン等によって異常個所情報を通報できるしくみを構築
するなど、市民が安全で快適に道路を利用できるための
効率化・迅速化をめざすもの。
地域社会全体で道路や橋りょう・トンネルなどの長寿命
化を支えていくためのしくみづくりとして、自治体職員
や民間技術者をはじめ、広くインフラ構造物の維持管理
に関する知識・資格を持つ技術者（「道守」※国交省規定
の民間資格）を養成するもの。
県、市、長崎大学及び医師会等が連携し、在外被爆者及
び海外における放射線被曝事故等の被災者の救済を目的
に、医療従事者の派遣・受入れ研修などの事業を行うも
の。
県、市、長崎大学が連携し、専門家による市民向けの講
演会の実施や情報発信、次代を担う人材の育成、国内外
の平和・軍縮研究機関等のネットワーク構築などの支援
を行うもの。

基本目標Ｃ
基本基本目標

主要事業名≪担当課名≫

事

業

内

容

Ｃ－１ 若い世代の経済的安定
○学生等の地元定着（Ａ－８、Ｂ－１、Ｂ－５再掲）

◇学生地元就職促進事業
≪産業雇用政策課≫

大学・短大・専門学生と地元企業とが一堂に会する機会
を設けることで、学生に対しては積極的な就職活動の醸
成及び地元企業の認知推進等を図り、企業に対しては学
生の就職意識の把握による採用促進及び企業宣伝の場の
提供を図る。

◇合同企業面談会の開催(国・県との共
催)
≪産業雇用政策課≫

長崎県やハローワーク等と共催して一般若年者、Ｕ・Ｉ
ターン希望者、在職者等を対象に合同企業面談会を実施
する。

◇ものづくり支援

ものづくり企業の技能の伝承や製造技術の高度化などの
生産性を向上させる取組みを推進し、競争力強化を図る
とともに、経営管理部門のレベルアップや人材確保の取
組みを強化し、経営基盤の安定化を図るもの。

≪産業雇用政策課≫
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主要事業名≪担当課名≫

事

業

内

容

●地場企業の知名度向上（Ａ－８再掲）
◆産業育成支援（地場企業知名度アップ
支援事業）
≪産業雇用政策課≫

厚生労働省調査によると、ワーク・ライフ・バランスに
取り組んでいる事業者の業績が伸びる傾向があるという
ことから、ワーク・ライフ・バランスに特化した人材育
成及び広報活動を行う。

Ｃ－２ 結婚、妊娠、出産の支援
●企業・団体に所属する独身男女の出会いの場の創出

◆「ながさきで婚活」応援事業
≪都市経営室≫

「婚活」「結婚」のきっかけや環境づくりとして、「独身
男女の企業・団体間の交流（きてみんね）
」の運営を行う
とともに、晩婚・晩産化の要因の一つと考えられる妊娠・
出産による離職等の職場環境の改善のため、企業・団体
向けのセミナーを行うもの。

●妊娠・出産への支援
◇妊産婦健康診査

≪こども健康課≫

◆不妊治療への助成

≪こども健康課≫

【新】産前産後支援事業
≪こども健康課≫

妊婦の妊娠中毒症や貧血等の異常を早期に発見して治療
につなぎ、安全な出産が迎えられるよう、妊婦の健康診
査費用を負担し、受診の促進を図る。
子どもを望む夫婦を支援するため、特定不妊治療に要す
る費用の一部を助成し、経済的負担を軽減する。
妊娠、出産期の心身の不調や育児不安を軽減するため、
保健師、助産師が相談支援を行うとともに、特に支援が
必要な母子に対して心身のケアや育児のサポート等の支
援を行う。

Ｃ－３ 子育て環境の充実
○子どもの健やかな発育・発達の促進
◇乳幼児に対する健康診査
≪こども健康課≫

◇乳幼児家庭の訪問による保健指導や相
談支援
≪こども健康課≫

◇育児学級等の各種教室開催
≪こども健康課≫

乳幼児の健全な発育や発達を促すため、定期的に健康診
査を実施し、心身における異常等を早期に発見し、適切
な保健指導等を行う。
母子の健康増進を図り、児童虐待等を防止するため、妊
産婦、乳幼児、未熟児等がいる家庭を訪問し、妊娠、出
産、育児に関する相談に応じるとともに、必要な指導、
助言を行う。
健康で豊かな生活を送るための知識を普及するととも
に、保護者同士の交流や仲間づくりの機会を提供して育
児中の家庭の孤立化を防ぐため、育児や栄養、歯科保健
に関する健康教室を開催する。

○子育てに関する情報・相談体制の充実

◇子育て応援情報発信≪子育て支援課≫

子育て家庭が必要とする情報を提供するため、子育て家
庭の視点で収集・整理し、わかりやすくタイムリーに発
信する。
・子育て応援情報サイト「イーカオ」の更新
・子育てガイドブックの更新・配付
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主要事業名≪担当課名≫
◇こども総合相談

≪子育て支援課≫

◇児童虐待防止対策

≪子育て支援課≫

◇子どもを守る取組み推進
≪子育て支援課≫

事

業

内

容

子どもの権利を擁護するとともに児童福祉の向上を図る
ため、子どもや子育てに関する全般の問題について家庭
その他からの相談に応じ、援助活動を行う。
児童虐待の発生予防及び早期発見に努め、関係機関と連
携した早期対応等の継続的な支援の充実を図る。
・親子支援ネットワーク地域協議会、事例検討会、児童
虐待防止研修会の開催
・メール相談、親子の心の相談の実施
子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境を整え
るため、子どもに対するいじめ、虐待、体罰等に対する
相談体制等の整備を行う。

○幼児期の教育・保育の量の拡大と質の向上
◆民間保育所等施設型給付（保育所・認
定こども園・幼稚園）
≪幼児課≫
◆民間保育所運営費補助・負担
≪幼児課≫

◆認定こども園移行研修

≪幼児課≫

保育所・認定こども園・幼稚園における支給認定子ども
に係る支給認定保護者に対し、当該保育に要した費用に
ついて支給する。
民間保育所の運営及び保育内容の充実並びに職員の処遇
向上を図るため助成する。
認定こども園の適切な運営方法についての研修会を開催
し、既存幼稚園、保育所等の認定こども園への円滑な移
行促進と教育・保育の質の向上を図るため、講演を実施
する。

◆地域型保育給付（小規模保育事業）
≪幼児課≫

子ども・子育て支援新制度における、市町村による認可
事業（地域型保育事業）である小規模保育に要した費用
を支給する。

◆児童福祉施設整備事業費補助（民間保
育所・認定こども園）
≪幼児課≫

入所児童の保育環境の向上及び保育所待機児童の解消を
図るため、民間保育所等において定員増を伴う増改築等
の施設整備にかかる経費を助成する。

【新】市立長崎幼稚園の幼保連携型認定
こども園への移行
≪幼児課≫

市立長崎幼稚園の幼保連携型認定こども園への移行に必
要な整備を行う。

○多様な保育ニーズへの対応
◇一時預かり費補助

≪幼児課≫

◆幼稚園在園児対象型一時預かり費補助
≪幼児課≫

◆私立幼稚園預かり保育促進費補助
≪幼児課≫

◇発達促進保育特別対策事業費補助
≪幼児課≫

保育所等を利用していない家庭において、保護者の様々
な事情により緊急・一時的に保育が必要な就学前児童を
保育所その他の場所で預かる経費の一部を助成する。
家庭において保育を受けることが困難になった園児を、
幼稚園・認定こども園で一時的に預かるために要する費
用を補助する。
保護者負担の軽減を図るため、私立幼稚園が実施してい
る通常の幼稚園教育時間の終了後等に希望する者を対象
に行う「預かり保育」の利用者のうち、保育に欠ける子
の保護者に対して、預かり保育料の一部を支援する。
身体障害者手帳又は療育手帳を所持し、若しくは軽～中
度の心身障害又は発達遅延を有すると診断・判別された
児童を保育する保育所等に助成する。
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主要事業名≪担当課名≫
◆ファミリー・サポート・センター運営
≪子育て支援課≫

◇病児・病後児保育事業

◇子育て短期支援

≪幼児課≫

≪子育て支援課≫

事

業

内

容

子育て家庭の負担軽減を図るため、子育ての援助を受け
たい人と援助をしたい人が会員となって、地域の中で一
時的な子育ての助け合いを行う住民参加型の組織「ファ
ミリー・サポート・センターながさき」を運営する。
保護者の就労等の理由により、病気又はその回復期にあ
る児童（おおむね小学生まで）で、集団保育及び家庭で
保育できない場合、その児童を一時的に保育するため、
適切な処遇が確保される医療機関等に事業を委託する。
児童及び家庭の福祉の向上を図るため、保護者が疾病等
の社会的事由及び仕事等により家庭における児童の養育
が一時的に困難となった時に、児童福祉施設においてそ
の児童の養育を行う。
・短期入所生活支援（ショートステイ）
：保護者が病気な
どで一時的に子どもの養育が困難となった時に、概ね７
日以内の期間で、児童福祉施設において、子どもを預かる。
・夜間養護（トワイライトステイ）
：仕事などで保護者の
帰宅が夜間になる場合、児童福祉施設において、子ども
の生活の世話を行う。

○子育てを通した仲間づくり
お遊び教室として、地域の身近な場所に親子遊びの場を
開設し、在宅で育児をする親子が、子どもの遊びや育児
について学ぶとともに、仲間づくりを促進し、孤独な育
児にならないよう支援を行う。
◇地域親子のふれあい支援（お遊び教室）
・地域のふれあいセンターや公民館などで、概ね月１回
≪子育て支援課≫
開催
・民生・児童委員や主任児童委員、子育てサークルやボ
ランティア等と協働で開催
・保育士や保健師による育児や健康相談等を実施

◇子育て支援センター運営
≪子育て支援課≫

在宅で育児をしている保護者の子育てに関する負担感を
軽減するため、いつでも・だれでも、自由に、そして気
軽に利用できる地域に密着した子育て支援センターを運
営する。
・
「つどいの場」
「相談の場」
「情報提供の場」としての機
能
・民間団体による運営（市は補助金により支援）

○家庭の子育て力向上の支援

◆親育ち学び合い事業≪子育て支援課≫

子育て中の保護者を対象に、グループによる話し合いや
ロールプレイを通して子育てに対する精神的な負担の軽
減等を図り、しつけに関する実践方法を学ぶとともに、
保護者同士の仲間づくりを促進することにより虐待防止
につなげる。
・のびのび子育て講座、親子力アップ講座、初めてママ
講座
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主要事業名≪担当課名≫
◇育児学級等の各種教室開催（再掲）
≪こども健康課≫

事

業

内

容

健康で豊かな生活を送るための知識を普及するととも
に、保護者同士の交流や仲間づくりの機会を提供して育
児中の家庭の孤立化を防ぐため、育児や栄養、歯科保健
に関する健康教室を開催する。

◯放課後等における児童の安全・安心な居場所づくり
◆放課後児童健全育成事業
≪こどもみらい課≫

放課後における児童の健全な育成を図るため、必要な支
援を行う。
・運営団体への支援（運営費等補助金の交付）
・放課後児童支援員等研修の実施

◆児童福祉施設整備事業（放課後児童ク
ラブ）
≪こどもみらい課≫

未設置校区の解消、施設の狭あい化解消等のため、小学
校の余裕教室等の活用を中心とした施設の整備を行う。

◇放課後子ども教室推進
≪こどもみらい課≫

放課後等を安全・安心に過ごせる居場所を確保するため、
放課後子ども教室を地域の社会教育団体等に委託し実施
する。

◯子どもの安全を守る環境づくり
◆子どもを守るネットワーク推進
≪こどもみらい課≫
◆私立幼稚園安全対策設備費補助
≪幼児課≫

◆防犯カメラ整備（市立保育所）
≪幼児課≫

◆児童施設安全対策設備整備費補助
≪幼児課≫

◆防犯カメラ整備（市立幼稚園）
≪幼児課≫

全小学校区に組織されている子どもを守るネットワーク
の活動の支援を行う。
私立幼稚園において、安全管理の強化を図り、子どもた
ちが安全・安心に過ごせる環境を充実させるため、防犯
カメラ、非常通報装置又はＡＥＤを設置する私立幼稚園
に対し補助する。
市立保育所において、安全管理の強化を図り、子どもた
ちが安全・安心に過ごせる環境を充実させるため、防犯
カメラを設置する。
保育所、認定こども園、小規模保育事業所において、安
全管理の強化を図り、子どもたちが安全・安心に過ごせ
る環境を充実させるため、防犯カメラ、非常通報装置又
はＡＥＤを設置する施設に対し補助する。
市立幼稚園において、安全管理の強化を図り、子どもた
ちが安全・安心に過ごせる環境を充実させるため、防犯
カメラを設置する。

●子育て家庭の経済的負担の軽減
【新】子どもの医療費助成
≪子育て支援課≫

◆私立幼稚園就園奨励費補助≪幼児課≫

◆保育料多子軽減の拡大
◇就学援助

≪幼児課≫

≪教育委員会総務課≫

子どもの健康保持と子育ての経済的負担の軽減を図るた
め、小学校卒業までの子どもを対象に、その保護者に対
して保険診療にかかる費用の一部を助成する。
新制度に移行しない私立幼稚園が園児の入園料・保育料
を世帯の所得状況に応じて減免する場合、減免相当額を
私立幼稚園に補助し、保護者の経済的負担の軽減を図る
ことにより、幼稚園への就園を奨励する。
多子世帯の保育料の軽減の拡大を図る。
経済的理由により、就学が困難と認められる学齢児童生
徒の保護者に対し、必要経費（学用品費等）の援助を行
う。
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主要事業名≪担当課名≫
◇奨学金の貸与

≪教育委員会総務課≫

◇みなし寡婦控除の適用
≪子育て支援課≫

事

業

内

容

経済的理由により、修学が困難な大学生（短期大学・通
信制を除く）及び高校生等に対し、国又は県の奨学金を
補填する制度として市奨学金を貸与する。
未婚のひとり親家庭の父又は母についても所得税法上の
寡婦（夫）控除があるものとみなし適用し、保育所保育
料の決定等を行う。

○ひとり親家庭への支援
◇母子父子福祉指導

≪子育て支援課≫

◇ひとり親家庭自立支援助成
≪子育て支援課≫

◇母子父子自立支援プログラム策定
≪子育て支援課≫

◇ひとり親家庭等の医療費助成
≪子育て支援課≫

◇母子父子寡婦福祉資金貸付
≪子育て支援課≫

◇ひとり親家庭等日常生活支援
≪子育て支援課≫

ひとり親家庭等の福祉の向上を図るため、母子家庭の母、
父子家庭の父及び寡婦に対し、相談に応じ、自立に必要
な指導等を行う。
母子家庭の母・父子家庭の父が安定的な収入を得ること
により自立した生活を送ることができるよう、よりよい
就業に向けた能力開発のための支援を行う。
・自立支援教育訓練給付金
・高等職業訓練促進給付金
児童扶養手当受給者等の自立を促進するために、ニーズ
に応じた自立支援計画書を策定し、ハローワーク等関係
機関と連携して継続的に就業を支援する。
健康保持と経済的負担の軽減を図るため、20 歳未満の子
を現に監護するひとり親家庭等の母・父とその子、父母
のいない子及び寡婦を対象に保険診療分にかかる費用の
一部を助成する。
母子家庭の母及びその扶養する児童、父子家庭の父及び
その扶養する児童、父母のない児童、寡婦等の世帯に経
済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せて、福祉
を増進するため、必要な資金の貸し付けを行う。
母子家庭、父子家庭及び寡婦の家庭生活の安定を図るた
め、保護者の修学や疾病等により、一時的に生活援助、
保育サービスが必要な場合や生活環境の激変により日常
生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援
員を派遣する。

○子育てと仕事の両立
◆児童福祉施設整備事業（民間保育所・
認定こども園）
（再掲）
≪幼児課≫

入所児童の保育環境の向上及び保育所待機児童の解消を
図るため、民間保育所等において定員増を伴う増改築等
の施設整備にかかる経費を助成する。

◆児童福祉施設整備事業（放課後児童ク
ラブ）
（再掲）
≪こどもみらい課≫

未設置校区の解消、施設の狭あい化解消等のため、小学
校の余裕教室等の活用を中心とした施設の整備を行う。

◇父親のための育児手帳（パパノート）
の配布
≪こども健康課≫

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、家族と支えあって育児ができる
よう、父親のための育児手帳を配布する。

◇両親学級や父親参加の育児学級等の開
催
≪こども健康課≫

妊娠、出産、育児に関する知識の普及と保護者の仲間づ
くりの機会を提供する両親学級（妊娠中）や育児学級（出
産後）について、父親が参加しやすい環境をつくる。
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主要事業名≪担当課名≫
◇お遊び教室パパデーの開催
≪子育て支援課≫
【新】子育てパパ講座の開催
≪子育て支援課≫

事

業

内

容

父親の子育てへの参加を促進するため、就学前児童とそ
の父親を対象に、概ね月１回休日にお遊び教室を開催す
る。
父親の子育てへの参加を促進するため、子どもや子育て
に関する講座を開催する。

●子育て家庭への住宅支援

◆子育て世帯や多子世帯の市営住宅への
優先入居
≪住宅課≫

子育て家庭を支援するため、小学校就学前の子どもと同
居し、かつ扶養している場合、又は、同居している 18
歳未満の児童が３人以上いる場合、公募時に割り当てた
市営住宅に優先的に申込、入居させる。
（応募者多数の場
合は抽選）

◆三世代同居等への支援
≪子育て支援課、住宅課≫

子育て世代と親世代が同居等をするために、住宅をリフ
ォームする場合などに、その費用の一部を助成する。

○ワーク・ライフ・バランスの推進（Ａ－７再掲）
◇中小企業サポート活動（雇用促進コー
ディネーター配置）≪産業雇用政策課≫
◇労政だよりの発行≪産業雇用政策課≫

中小企業が直面する経営面、技術面等の課題について相
談や解決支援を行い、経営力の強化を図るもの。
国や県の支援制度等について、本市ホームページに掲載
している「労政だより」で紹介することにより、周知・
啓発を図る。

◇男女共同参画に関する講座、講演会の
開催
≪人権男女共同参画室≫

男女共同参画について、市民が関心や興味を持って考え
る機会となるような講座、講演会を実施するもの。

◇男女が共に働きやすい職場環境づくり
に取り組んでいる企業の表彰
≪人権男女共同参画室≫

男女が共に誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組
み、また、実践している事業所を募集、表彰し、その取
組みの内容を広く紹介することを通して、企業や市民の
男女共同参画に対する意識の醸成、動機づけを図るもの。

【新】広報活動の強化（ＵＩＪターン就
職促進事業での市ホームページによる企
業紹介と連動した優良企業〔くるみん認
定企業、ワーク・ライフ・バランスに取
り組む企業等〕の紹介）≪産業雇用政策
課、人権男女共同参画室≫

労働環境の改善に取り組んでいる地元企業を広く紹介す
ることを通して、企業や市民の意識の醸成、動機づけを
図るもの。

◇中小企業融資制度資金(中小企業いき
いき労働環境整備資金)による低利な融
資の実施
≪商業振興課≫

中小企業者の事業に必要な資金の円滑な調達を支援する
ための長崎市の融資制度資金で、従業員のための労働環
境づくりに取り組んでいる中小企業者に対して、設備や
運転に要する資金の融資を行うもの。

◆ワーク・ライフ・バランスに取り組む
企業等へのインセンティブ付与
≪人権男女共同参画室≫

企業等のワーク・ライフ・バランスの取組みを促すイン
センティブを検討し、付与するもの。

●企業と協働した子育て支援

【新】赤ちゃんの駅の認定
≪子育て支援課≫

子育て家庭が外出しやすい環境をつくるとともに市民の
子育てを応援する意識を醸成するため、赤ちゃんの駅を
認定する。
・赤ちゃんの駅：授乳スペースやおむつ替えスペースが
あり市民に開放してくれる施設

132

主要事業名≪担当課名≫

事

業

内

容

Ｃ－４ 学校教育の充実
●学力の向上
◇市独自の学力調査の実施
≪学校教育課≫

小学３年生から中学３年生までの７学年における学力の
実態把握を行うとともに、その時点に応じた、よりきめ
細やかな学習支援に努めるため、標準学力調査（小３・
４、中１・２）の実施を行うもの。

◆地域人材等を活用した長崎寺子屋事業
の推進（放課後子ども教室との連携）
≪学校教育課≫

児童の基礎学力や学習習慣の定着に向け、地域人材等を
活用し、放課後等に学習支援を実施するもの。

◇共通トレーニングシート（あじさいＢ
ＯＸ）の活用
≪学校教育課≫

【新】国際理解教育（英語教育）推進教
材作成
≪学校教育課≫

【新】中学校英語寺子屋事業（中学校）
≪学校教育課≫

基礎学力の定着や発展・応用に役立つ学習プリントや過
去の学力調査の問題を掲載し、授業や放課後学習、家庭
学習に、教員がいつでも活用できるように整備するもの。
小学校１～４年生での英語活動である「ハローイングリ
ッシュ活動」に使用するため、ＡＬＴが作成した独自教
材「Picture Dictionary」の音声・動画版のＤＶＤ教材を作
成し、各学校で活用するもの。
市内を訪れる外国人に積極的に関わることのできるコミ
ュニケーション能力を育むため、中学校に英語インスト
ラクターやＡＬＴを派遣し、ＡＬＴが作成した長崎市を
紹介する教材を活用した英語寺子屋を放課後に実施する
もの。

○国際理解教育の推進
◇全小中学校におけるＡＬＴとの日常的
な交流
≪学校教育課≫

◇ＡＬＴを活用した授業改善（英語科）
≪学校教育課≫

◇小学校低中学年におけるハローイング
リッシュ活動
≪学校教育課≫

◇国際交流活動

≪学校教育課≫

【新】中山市との友好交流事業
≪学校教育課≫

英語の授業だけではなく、すべての児童生徒が、給食や
休み時間、掃除時間なども含めた日常生活の中で、自然
に外国人と触れ合う機会を作るもの。
ＪＥＴプログラムで招致した 37 人のＡＬＴを市立全小
中学校に派遣し、児童生徒が生の英語に直接接し、英語
に対する興味を高める。小学校では週１日の勤務、中学
校では週１回の学級での協同授業を実施するもの。
市立全小学校において、英語に楽しく触れ合うことを目
的にした英語活動を、ＡＬＴと学級担任の協同授業によ
り、ＡＬＴオリジナルの教材‘Picture Dictionary’を活用
して行うもの。
出島等の市の施設で行う国際交流イベント、日吉自然の
家を利用した宿泊型イングリッシュキャンプ、中学生が
長崎についての思いを英語で語るスピーチコンテスト等
を通して、国際感覚の醸成を図るもの。
平成 27 年度に市立桜馬場中学校と中山市華僑中学校の
間で締結した友好交流協議書に基づき、学校間の交流を
行い、国際感覚豊かな生徒を育てるもの。

●ＩＣＴ機器の活用
◇ＩＣＴを活用した授業改善
≪教育研究所≫

教科指導にＩＣＴの利点を活かすことで、わかる授業を
創出するとともに、児童生徒によるＩＣＴ活用を促進す
る。
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主要事業名≪担当課名≫
◇電子黒板の整備と活用≪教育研究所≫
◆タブレット型パソコンの整備と活用
≪教育研究所≫
◆デジタル教科書の整備と活用
≪教育研究所≫

◆離島遠隔授業システムの整備と活用
≪教育研究所≫

事

業

内

容

市内小中学校に授業での教育効果の高い電子黒板を整備
し、わかる授業を推進する。
市内全小学校にタブレット型パソコンを整備し、わかる
授業の実施及び児童生徒の情報活用能力の育成を図る。
市内全小中学校にデジタル教材が豊富に収録されたデジ
タル教科書を整備し、ＩＣＴを活用したわかる授業を推
進する。
（小学校：国語・社会・理科、中学校：社会・理
科・英語）
市内離島部と本土部の学校同士を遠隔授業システムで結
び、協働学習や児童生徒間交流を通して教育効果を促進
する。

○平和教育の推進
◇全小中学校が独自に取り組む８月９日
平和集会
≪学校教育課≫
◇小中学生代表の平和祈念式典への参加
≪学校教育課≫
◇全小中学校における被爆体験講話
≪学校教育課≫
◇平和学習資料「平和ナガサキ」作成
≪被爆継承課≫
【新】平和教育総合プランの再編成
≪学校教育課≫

各学校で１学期に行った平和学習や学校独自の平和宣言
などを発表し、平和への思いを深め、発信する集会を行
う。
市内小・中学校を輪番制で、各校の代表者が長崎市平和
祈念式典に参加するもの。
児童生徒が直接、被爆体験者の方から原爆被爆の実相を
聴くもの。
被爆の実相などについて、わかりやすく解説した副読本
を作成し、市内小中学生（小５、中１）に配布し活用し
てもらうことにより、次代を担う青少年に被爆の実相を
伝える。
より質の高い平和教育をめざし、義務教育９年間を見通
した未来志向の平和教育プログラムを編成する。

●特別支援教育・相談体制の充実
◆特別支援教育支援員の配置
≪教育研究所≫
◇専門家による相談の実施（巡回相談）
≪教育研究所≫

◇早期支援コーディネーターの配置
≪教育研究所≫

◇幼保小中一貫した支援のための「サポ
ートファイル」の活用推進
≪教育研究所≫

◆スクールソーシャルワーカーの配置
≪教育研究所≫
◇スクールカウンセラーの派遣
≪学校教育課≫

必要とする市内小中学校に特別支援教育支援員を配置
し、児童生徒への個別の教育的支援の充実と学校教育活
動の円滑化を図る。
市内小中学校に大学等の専門家及び県立特別支援学校の
教員を派遣し、発達障害を含む障害のある児童生徒の早
期発見及び早期対応を図る。
早期支援コーディネータ－を配置し、就学前からの早期
支援相談体制のもとで、発達障害を含む障害のある児童
生徒の自立や社会参加に向け、幼保小中一貫した適切な
指導及び必要な支援を行う。
園・学校訪問や就学相談、医療・療育機関からの情報収
集及び資料を作成し、
「サポートファイル」としてまとめ、
就学先に引き継ぐとともに、学校へ指導助言を行い、就
学前から中学校卒業時までの一貫した適切な支援を促進
する。
学校だけでは対応が困難な生徒指導上の諸問題の解決・
改善のために、スクールソーシャルワーカーを派遣し、
関係機関と調整を図りながら子ども、家庭の支援を行う。
いじめ問題など緊急時に、市立幼・小・中・高等学校へ
スクールカウンセラーを派遣するもの。
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主要事業名≪担当課名≫
◇学校サポーター・学校相談員の配置
≪学校教育課≫

事

業

内

容

学校サポーターは小学校で学習支援等の支援を行い、学
校相談員は中学校で第三者的な立場で相談活動を行うも
の。

●幼保小・小中・中高の連携
◇基本的な生活習慣定着のための「あは
は運動70」推進≪学校教育課、幼児課≫

幼児期からの基本的生活習慣の定着をめざして、幼保小
が連携して「あはは運動」を推進するもの。

◇就学前保護者用リーフレット作成
≪学校教育課、幼児課≫

小学校入学に向け、子育てのめやすとしてのリーフレッ
トを作成し、配布するもの。

◆異校種間の引継ぎ強化≪学校教育課≫

児童生徒の進学・進級や転学の際に、統一的な視点で引
継ぎを確実に行い、児童生徒の健全育成のために継続し
た指導・支援をするもの。

◯学校・家庭・地域の連携
◇学校公開の推進

≪学校教育課≫

◇学校評価の実施

≪学校教育課≫

◇ファミリープログラムの推進
≪生涯学習課≫
◇ＰＴＡと連携しての「メディア利用の
共通ルール」の推進
≪生涯学習課≫

市立全小中学校で、保護者や地域に対して授業を中心と
して学校を公開し、学校と家庭、地域との連携を図るも
の。
学校・保護者・地域が学校教育の成果と課題を共通理解
し、必要な支援・改善に向けて相互の連携協力を図るも
の。
親同士が少人数グループに分かれて話し合う研修会を実
施することで、保護者同士がつながりながら学ぶことを
めざす。
市ＰＴＡ連合会と協働し研修会等を開催することで、家
庭での「メディア利用の共通ルール」づくりを推進する。

●安全安心な教育環境の整備
◇計画的な学校施設の維持管理
≪教育委員会施設課≫
◆学校トイレの洋式化
≪教育委員会施設課≫

学校施設の損耗や機能低下に対する復旧措置及び予防保
全の観点から大規模改造や諸工事、修繕を実施する。
児童・生徒の使用頻度の多い箇所を中心に、トイレの和
便器を洋便器に改修する。

70

「あはは運動」
：
「あいさつ・へんじ 元気よく、はやね・はやおき・あさごはん、はきものそろえ
の３つの頭文字をとったもので、幼稚園・保育園・学校・家庭・地域で取り組む運動。
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いいきもち」

基本目標Ｄ
基本基本目標

将来を見据えたまちの基盤としくみをつくる

主要事業名≪担当課名≫

事

業

内

容

Ｄ－１ ふるさと長崎を愛する心の醸成
○長崎のよさや特性を活かした教育活動の推進
◇ながさき子ども体験活動
≪学校教育課≫
【新】宿泊体験推進事業
≪学校教育課、日吉自然の家≫

【新】
「長崎の宝」発見・発信学習推進事
業
≪学校教育課≫
【新】
「新長崎市史普及版 わかる！和華
蘭」の配付
≪学校教育課≫
◇中学校における職場体験活動
≪学校教育課≫
◇地域人材との交流活動≪学校教育課≫
【新】平和教育総合プランの再編成（Ｃ
－４再掲）
≪学校教育課≫

ふるさと長崎でしかできない体験学習や交流学習を通し
て、児童生徒の豊かな心を育むもの。
豊かな人間性、社会性や郷土愛を育むために、全市立小
学校の５年生が日吉自然の家で２泊３日の日程で集団宿
泊活動や農業・水産業・トレッキングなど、長崎ならで
はの体験活動を行うもの。
ふるさと長崎に誇りを持ち、長崎が持つ世界的な価値を
発信できるような児童生徒を育成するために、長崎の歴
史や世界遺産等を学習するもの。
「ふるさと長崎」の歴史や文化などについての調べ学習
で活用するために、長崎市立中学校に「新長崎市史普及
版 わかる！和華蘭」を配付するもの。
２日間又は３日間、中学生が市内の事業所で勤労体験を
行うもの。
長崎ならではの教育活動や地域に密着した特色ある教育
活動を推進するために、地域人材を学校へ講師として派
遣するもの。
より質の高い平和教育をめざし、義務教育９年間を見通
した未来志向の平和教育プログラムを編成する。

●豊かな読書活動の推進
◇学校図書館蔵書の充実≪学校教育課≫

◆学校図書館司書の配置≪学校教育課≫
◆学校図書館木質化の推進
≪学校教育課≫

学校図書館として、利用者である児童生徒や教職員の必
要に応える価値ある蔵書になるように、適切な図書の更
新を行うもの。
小・中学校に学校図書館司書を配置し、児童生徒の読書
活動の支援や学校図書館を活用した授業の積極的な推進
を図るもの。
木の香りと温もりのある学校図書館になるように、看板、
書架、掲示板、テーブルなどの木質化を進めるもの。

○郷土長崎の文化や歴史等の学び推進

◇恐竜化石等研究調査事業
≪生涯学習課≫

◇教材整備(社会科副読本「のびゆく長
崎」
「郷土長崎」作成) ≪学校教育課≫

長崎市の白亜紀後期の三ツ瀬層（約 8,100 万年前）から
恐竜・翼竜化石が発見されており、今後も発見の可能性
が高いといわれていることから、福井県立恐竜博物館と
共同して化石の発掘調査を行うとともに、学習資源と
し、太古の長崎に恐竜が生息していたことの学習機会と
するもの。
小学３、４年生の社会科で、長崎市の土地の様子や住ん
でいる人の生活等について学習するもの。中学校の社会
科で地理や歴史の授業に活用する参考資料。
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主要事業名≪担当課名≫

事

業

内

容

Ｄ－２ 地域コミュニティの活性化
○自治会の活性化
◇まちづくり活動推進（広報ながさき等
配布謝礼金、加入促進チラシ配布ほか）
≪自治振興課≫

広報ながさき等の配布に対する謝礼、自治会活動時の事
故に対する保険、自治会広報掲示板の設置に対する補助、
自治会の課題解決の糸口を見出すための「自治会につい
て語ろう会」の開催費、自治会加入促進チラシの配布に
係るもの。

○地域の各種団体の活性化
◇地域コミュニティ推進
≪地域コミュニティ推進室≫

◇地域福祉推進

≪福祉総務課≫

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するもの。
地域福祉の方向性を示した地域福祉計画に沿って、地域
の支え合いの力をより強くするための地域の主体的な取
組みを支援し、地域福祉を推進する。

○まちづくりの人材育成、協働の推進

◇長崎伝習所・市民協働推進
≪市民協働推進室≫

まちづくりの人材育成、ネットワークづくり、政策を生
み出す活動を行い、地域活性化につなげることを目的と
し､長崎伝習所事業において、塾事業、つながり事業を実
施する。また、協働の担い手となる市民活動団体が、運
営力や企画力などを向上させるための研修などの様々な
学びの機会を提供する。

○よかまちづくり基本条例の推進
◇よかまちづくり基本条例推進
≪都市経営室≫

まちづくりの役割分担やルールを定めた「よかまちづく
り基本条例」について、市民への周知と理解促進を図り、
参画と協働によるまちづくりを推進する。

○地域防災の担い手の確保
◇自主防災組織活動≪防災危機管理室≫

自主防災組織の結成促進及び活動活性化を図るととも
に、市民防災リーダー養成及び活用を推進する。

◇団員加入促進事業

広く市民に消防団への入団募集及び活動のＰＲを行い、
消防団員の加入促進に取り組む。

≪消防局予防課≫

Ｄ－３ コンパクトな都市づくりと周辺等の交通ネットワークの形成
○「コンパクト＋ネットワーク」の推進
◇都市計画マスタープラン改訂事業
≪都市計画課≫

おおむね 20 年後の都市づくりの基本方針として、めざ
すべき都市の将来像とその実現に向けた取組みの方向性
を全市的視点から整理するもの。

◆立地適正化計画策定事業
≪都市計画課≫

都市計画マスタープランで示す今後の都市づくりの方針
である「コンパクト＋ネットワーク」の考え方を具体的
に進める立地適正化計画を策定するもの。
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主要事業名≪担当課名≫

事

業

内

容

○中心市街地の活性化
◇市街地再開発事業（新大工町地区）
≪まちづくり推進室≫
◇市街地再開発事業（浜町地区）
≪まちづくり推進室≫

商業・業務・居住機能等の拡充・強化を図り、地域活力
の維持向上と賑わい再生を実現するため、市街地再開発
事業の支援を行うもの。
市全体の活性化を図っていくため、まちなかの中核をな
す同地区において、市街地再開発事業の支援を行うもの。

○公共交通の利便性向上と確保
◇コミュニティバス運行事業
≪都市計画課≫

バス空白地域や交通が不便な地域において、コミュニテ
ィバス及びデマンド交通を運行するもの。

◇乗合タクシー運行事業≪都市計画課≫

バス空白地域に居住する地域住民の利便性の向上などを
図るため、乗合タクシーを運行するもの。

◇離島航路維持対策事業≪都市計画課≫

長崎～伊王島～高島間の定期航路及び池島～神浦間の不
定期航路の維持・確保のため支援を行うもの。

○拠点となる地域と生活地区を結ぶ道路ネットワークの充実
◇幹線道路の整備促進

≪土木企画課≫

幹線道路である地域高規格道路、一般国道、主要地方道、
一般県道等の整備促進を図るため、国・県等への要望活
動及び関係機関との相互調整を行うもの。

◇道路新設改良事業（虹が丘町西町１号
線、江平浜平線、中川鳴滝３号線、相川
町四杖町 1 号線など） ≪道路建設課≫

道路ネットワークの充実を図るため、補助幹線道路とな
る市道の新設・改築等の整備を行うもの。

◇東長崎地区都市基盤施設整備事業
≪東長崎土地区画整理事務所≫

東長崎地区の道路ネットワークの充実を図るため、都市
計画道路東長崎縦貫線などの整備を行うもの。

○斜面市街地にも長く住み続けられるための生活道路の充実
◇道路新設改良事業（車みち整備）
≪道路建設課≫

階段道のスロープ化、水路の暗渠化等を行い、車両が通
行可能な道路を整備するもの。

○暮らしやすい斜面市街地整備に向けた新たな技術の活用
◇歩行者移動支援システム事業
≪土木企画課≫

斜面市街地における高齢者等の交通弱者の移動支援を行
う新たな交通手段として、歩行者移動支援機器（電動手
すり）を設置するもの。
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６

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定経過
（平成 28 年 3 月 31 日現在）
年 月 日

会 議 等 名 称

1

平成 26 年 4 月 28 日

長崎市議会人口減少・高齢化対策特別委員会

2

平成 26 年 5 月 27 日

長崎市議会人口減少・高齢化対策特別委員会

3

平成 26 年 6 月 23 日

長崎市議会人口減少・高齢化対策特別委員会

4

平成 26 年 8 月 20 日

長崎市議会人口減少・高齢化対策特別委員会

5

平成 26 年 9 月 29 日

長崎市議会人口減少・高齢化対策特別委員会

6

平成 26 年 10 月 10 日

長崎市議会人口減少・高齢化対策特別委員会

7

平成 26 年 11 月 11 日

長崎市議会人口減少・高齢化対策特別委員会

8

平成 26 年 11 月 21 日

長崎市人口減少対策推進本部会議（第１回）

9

平成 26 年 12 月 10 日

長崎市議会人口減少・高齢化対策特別委員会

10

平成 26 年 11 月 11 日

長崎市議会人口減少・高齢化対策特別委員会

11

平成 27 年 1 月 22 日

長崎市議会総務委員会

12

平成 27 年 2 月 19 日

長崎市人口減少対策推進本部会議（第２回）

13

平成 27 年 2 月 19 日

長崎商工会議所長崎都市経営戦略推進特別委員会との意見交換会

14

平成 27 年 3 月 20 日

長崎市人口減少対策推進本部幹事会（第１回）

15

平成 27 年 4 月 15 日

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定に向けた講演会、説明会

16

平成 27 年 4 月 21 日

「金融機関」との合同意見交換会（第１回）

17

平成 27 年 4 月 21 日

「産業界」との合同意見交換会（第１回）

18

平成 27 年 4 月 23 日

婚活に関する合同意見交換会（第１回）

19

平成 27 年 5 月 11 日

長崎市人口減少対策推進本部

定住・移住対策部会（第１回）

20

平成 27 年 5 月 12 日

長崎市人口減少対策推進本部

雇用対策部会（第１回）

21

平成 27 年 5 月 12 日

長崎市人口減少対策推進本部

地域連携等対策部会（第１回）

22

平成 27 年 5 月 14 日

長崎市人口減少対策推進本部

子育て・少子化対策部会（第１回）

23

平成 27 年 5 月 14 日

長崎市人口減少対策推進本部

交流人口対策部会（第１回）

24

平成 27 年 5 月 27 日

「教育機関」との合同意見交換会（第１回）

25

平成 27 年 5 月 27 日

長崎市社会福祉審議会第１回児童福祉専門分科会

26

平成 27 年 6 月 1 日

「金融機関」との合同意見交換会（第２回）

27

平成 27 年 6 月 2 日

長崎市人口減少対策推進本部

定住・移住対策部会（第２回）

28

平成 27 年 6 月 4 日

長崎市人口減少対策推進本部

交流人口対策部会（第２回）

29

平成 27 年 6 月 4 日

「産業界」との合同意見交換会（第２回）

30

平成 27 年 6 月 5 日

長崎市人口減少対策推進本部

子育て・少子化対策部会（第２回）

31

平成 27 年 6 月 8 日

長崎市人口減少対策推進本部

雇用対策部会（第２回）

32

平成 27 年 6 月 9 日

長崎市人口減少対策推進本部

地域連携等対策部会（第２回）

33

平成 27 年 6 月 10 日

婚活に関する合同意見交換会（第２回）

34

平成 27 年 6 月 30 日

長崎市議会総務委員会

35

平成 27 年 7 月 6 日

長崎市議会地方創生対策特別委員会

36

平成 27 年 7 月 9 日

長崎市人口減少対策推進本部

地域連携等対策部会（第３回）

37

平成 27 年 7 月 9 日

長崎市人口減少対策推進本部

雇用対策部会（第３回）

38

平成 27 年 7 月 10 日

長崎市人口減少対策推進本部

子育て・少子化対策部会（第３回）

39

平成 27 年 7 月 13 日

長崎商工会議所長崎都市経営戦略推進特別委員会との意見交換会
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年 月 日

会 議 等 名 称

40

平成 27 年 7 月 14 日

長崎市人口減少対策推進本部

41

平成 27 年 7 月 14 日

長崎市総合計画審議会

42

平成 27 年 7 月 15 日

長崎市人口減少対策推進本部

43

平成 27 年 8 月 7 日

長崎市議会地方創生対策特別委員会

44

平成 27 年 8 月 18 日

長崎市人口減少対策推進本部会議（第３回）

45

平成 27 年 8 月 19 日

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会（第１回）

46

平成 27 年 8 月 25 日

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会（第２回）

47

平成 27 年 8 月 31 日

長崎市人口減少対策推進本部幹事会（第２回）

48

平成 27 年 9 月 16 日

長崎市議会地方創生対策特別委員会

49

平成 27 年 9 月 17 日

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会（第３回）

50

平成 27 年 9 月 28 日

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略策定に向けた講演会、説明会

51

平成 27 年 9 月 29 日

長崎市人口減少対策推進本部

子育て・少子化対策部会（第４回）

52

平成 27 年 9 月 30 日

長崎市人口減少対策推進本部

交流人口対策部会（第４回）

53

平成 27 年 9 月 30 日

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会（第４回）

54

平成 27 年 10 月１日

長崎市人口減少対策推進本部

雇用対策部会（第４回）

55

平成 27 年 10 月１日

長崎市人口減少対策推進本部

地域連携等対策部会（第４回）

56

平成 27 年 10 月１日

長崎市人口減少対策推進本部

定住・移住対策部会（第４回）

57

平成 27 年 10 月 1 日

長崎市総合計画審議会

「支え合いと豊かな心」部会

58

平成 27 年 10 月 1 日

長崎市総合計画審議会

「地域経済と地域経営」部会

59

平成 27 年 10 月 2 日

長崎市総合計画審議会

「環境と快適な暮らし」部会

60

平成 27 年 10 月 2 日

長崎市総合計画審議会

「交流と平和」部会

61

平成 27 年 10 月 8 日

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会（第５回）

62

平成 27 年 10 月 19 日

長崎市人口減少対策推進本部

63

平成 27 年 10 月 23 日

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会（第６回）

64

平成 27 年 10 月 29 日

長崎市人口減少対策推進本部会議（第４回）

65

平成 27 年 11 月 4 日

長崎市人口減少対策推進本部会議（第５回）

66

平成 27 年 11 月 16 日

長崎市議会地方創生対策特別委員会

67

平成 27 年 11 月 18 日

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会（第７回）

68

平成 27 年 12 月 8 日

長崎市役所＠経営ラボ（40 歳未満市役所職員との意見交換会）

69

平成 27 年 12 月 10 日

長崎市議会総務委員会

70

平成 27 年 12 月 14 日

長崎市議会地方創生対策特別委員会

71

平成 27 年 12 月 17 日

「金融機関」との合同意見交換会（第３回）

72

平成 27 年 12 月 17 日

婚活に関する合同意見交換会（第３回）

73

平成 27 年 12 月 18 日

「教育機関」との合同意見交換会（第２回）

74

平成 27 年 12 月 21 日

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会（第８回）

75

平成 27 年 12 月 22 日

長崎市人口減少対策推進本部

76

平成 27 年 12 月 22 日

「産業界」との合同意見交換会（第３回）

77

平成 27 年 12 月 25 日

長崎商工会議所長崎都市経営戦略推進特別委員会との意見交換会

78

平成 28 年 1 月 6 日

長崎市役所＠経営ラボ（40 歳未満市役所職員との意見交換会）

79

平成 28 年 1 月 8 日

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会（第９回）

80

平成 28 年 1 月 28 日

長崎市議会地方創生対策特別委員会
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定住・移住対策部会（第３回）
交流人口対策部会（第３回）

地域連携等対策部会（第５回）

子育て・少子化対策部会（第５回）

年 月 日

会 議 等 名 称

81

平成 28 年 2 月 1 日

長崎市総合計画審議会

82

平成 28 年 2 月 8 日

長崎市人口減少対策推進本部会議（第６回）

83

平成 28 年 2 月 9 日

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会（第 10 回）

84

平成 28 年 3 月 3 日

長崎市議会総務委員会

85

平成 28 年 3 月 14 日

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会（第 11 回）

86

平成 28 年 3 月 24 日

長崎市人口減少対策推進本部会議（第７回）

※個別の意見交換、ヒアリング除く
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７

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会

（１）長崎市附属機関に関する条例（抜粋）
(趣旨)
第1条

この条例は、法律、政令又は他の条例に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和 22

年法律第 67 号)第 138 条の 4 第 3 項及び地方公営企業法(昭和 27 年法律第 292 号)第 14 条の規定
に基づき、附属機関の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
（設置）
第2条

執行機関及び上下水道事業管理者(以下「執行機関等」という。)の附属機関は、別表のとお

りとする。
別表 (第 2 条関係)
名称
（略）

担任事務
（略）

長崎市まち・ひと・しご 本市のまち・ひと・しごと創生総合戦略に関する重要事項の調査審議に関す
と創生総合戦略審議会
（以下略）

ること。
（以下略）

（２）長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会規則
平成27年7月17日長崎市規則第82号
(趣旨)
第1条

この規則は、長崎市附属機関に関する条例(昭和28年長崎市条例第42号)第2条の規定に基づき、

長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会(以下「審議会」という。)について、必要な事項を
定めるものとする。
(組織)
第2条

審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に挙げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係団体を代表する者
(2) 学識経験のある者
(3) 関係官公庁の職員
(4) 市民
3 市長は、前項第4号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法により、これを行うものとする。
(任期)
第3条

委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前条第2項第3号に掲げる委員は、その職にある者でなくなったときは解職されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条

審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
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第5条

審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3

審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。
(関係人の出席)
第6条

審議会は、必要があると認めるときは、関係人の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、

又は関係人に資料の提出を求めることができる。
(結果報告)
第7条

会長は、審議が終わったときは、速やかにその結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)
第8条

審議会の庶務は、総務局企画財政部都市経営室において処理する。

(委任)
第9条

この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定

める。
附

則

(施行期日)
1

この規則は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)

2

この規則の施行の日から以後最初に委嘱し、又は任命される委員の任期は、第3条の規定にかかわ

らず、平成29年5月31日までとする。
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（３）長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員（20 人）名簿
団 体 名 等

役

長崎駅前商店街組合

職

氏

名

理事長

岩崎

誠一

（株）長崎元気村

専務取締役

内田

桃歌

（株）長崎ケーブルメディア

放送部長

長崎労働局雇用均等室

室長

大庭

直美

子育て中の保護者

社会福祉審議会委員

音成

直美

長崎市子ども会育成連合会

専門委員

長崎都市経営戦略推進会議事務局

事務局長

（株）十八銀行

地域振興部長

活水女子大学文学部

教授

古賀

弥生

（株）親和銀行

参与

佐藤

秀人

（株）杉永蒲鉾

代表取締役社長

杉永

清悟

長崎総合科学大学（長崎大学名誉教授）

特任教授

杉原

敏夫

（駅コン・ＮＡＧＡＳＡＫＩ事務局）

市民公募委員

大野

片岡

会長

（一社）長崎市保育会

副会長

市民公募委員

加藤

純

狩野

靖

藤本
舩本
松林

（公社）長崎県宅地建物取引業協会長崎支部

支部長

（一社）長崎国際観光コンベンション協会

経営委員会副委員長

長崎大学経済学部

准教授

日本労働組合総連合会長崎県連合会

運輸労連執行委員長

※委員は 50 音順掲載、敬称略
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テルミ

〇副会長

東

長崎商工会議所青年部

陽一郎

松本
村木

貴之
陽一郎
貴之
修
伸久
昭一郎

◎会長
山口

純哉

山口

裕志

８

長崎市人口減少対策推進本部

（１）長崎市人口減少対策推進本部設置要綱
（設置）
第１条

人口減少対策に当たって、個々の施策を相互に関連させながら、関係部局の緊密な連携・協

力を確保し、総合的かつ効果的な施策を推進するため、長崎市人口減少対策推進本部（以下「推進
本部」という。
）を設置する。
（所掌事務）
第２条

推進本部の所掌する事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 人口減少対策に関する施策の総合的な推進及び調整に関すること。
(2) その他本部長が必要と認める事項に関すること。
（組織）
第３条

推進本部は、本部長、副本部長及び委員をもって組織する。

２ 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。
３ 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
（本部長の職務）
第４条
２

本部長は、推進本部の会務を総理し、推進本部を代表する。

副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、長崎市長職務代理規則（平成２５年長

崎市規則第４０号）に規定する第１順位の副市長である副本部長がその職務を代理する。
（会議の招集）
第５条
２

推進本部の会議（以下「本部会議」という。）は、本部長が招集し、その議長となる。

推進本部は、必要があると認めるときは、本部会議に関係人の出席を求め、その意見又は説明を

聴くことができる。
（幹事会）
第６条

推進本部の運営について必要な事項を処理するため、推進本部に幹事会を置く。

２ 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
３ 幹事長は、総務局企画財政部都市経営室長をもって充てる。
４ 幹事は、幹事長が指名する者をもって充てる。
５ 幹事長は、幹事会の会務を掌理し、幹事会を代表する。
６ 幹事会の会議（次項及び第８項において「幹事会議」という。）は、幹事長が招集し、その議長と
なる。
７

幹事会は、必要があると認めるときは、幹事会議に関係人の出席を求め、その意見または説明を

聴くことができる。
８ 幹事長は、必要に応じて幹事会議の結果を推進本部に報告するものとする。
（部会）
第７条

人口減少対策に関する施策について協議、検討するとともに具体的に推進するため、幹事会

に部会を置く。
２ 部会は、部会長及び部会員をもって組織する。
３ 部会長は、幹事長が指名する者をもって充てる。
４ 部会員は、部会長が指名する者をもって充てる。
５ 部会長は、部会の会務を掌理し、部会を代表する。
６ 部会の会議（次項及び第８項において「部会議」という。
）は、部会長が招集し、その議長となる。
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７

部会は、必要があると認めるときは、部会議に関係人の出席を求め、その意見又は説明を聴くこ

とができる。
８ 部会長は、必要に応じて部会議の結果を推進本部又は幹事会に報告するものとする。
（庶務）
第８条

推進本部、幹事会及び部会の庶務は、総務局企画財政部都市経営室において処理する。

（委任）
第９条

この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営について必要な事項は、本部長が定める。
附 則

この要綱は、平成 26 年 11 月 17 日から施行する。
別表（第３条関係）
総務局長

市民局市民生活部長

建設局土木部長

市民局長

市民局原爆被爆対策部長

建設局都市計画部長

経済局長

市民局福祉部長

建設局建築部長

建設局長

市民局市民健康部長

消防局長

政策監

市民局こども部長

上下水道局長

危機管理監

市民局環境部長

議会事務局長

総務局企画財政部長

経済局商工部長

教育長

総務局総務部長

経済局文化観光部長

総務局理財部長

経済局水産農林部長
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