
 

 

定住自立圏構想 

 

 

 

 

 

 

 

中心市宣言書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２３年１２月１４日 

 

長崎市 

 



中心市宣言 

 

 長崎市は、長崎県の南部に位置し、「海と緑」を身近に感ずることができる豊か

な自然に恵まれ、古くから海と港を活かして海外の国々との交流を行い、発展を

遂げてきました。 

 特に、江戸時代には、西洋に開かれた唯一の貿易・文化の窓口として、国際社

会の中で重要な役割を果たしてきました。 

 昭和２０年８月９日の原子爆弾投下による惨禍を被りましたが、現在は、核兵

器廃絶と世界恒久平和を訴える国際平和文化都市としての役割を果たしています。 

 平成９年４月の中核市への移行による拠点都市としての機能、また、平成１７

年１月及び平成１８年１月の、周辺７町との合併による豊かな自然や文化等の新

しい地域資源が長崎市の魅力となっています。 

現在、日本は人口減少社会へと突入し、少子化・高齢化が諸外国に類を見ない

速さで進行していることから、これまでの社会の仕組みの転換や再構築が求めら

れる大きな変革の時代を迎えています。 

また、グローバル化や地方分権が進み、道州制の議論が行われるなか、一方で

は、多様な個性が尊重される時代になっています。 

このような時代のなかで地域が埋没することなく発展し続けるためには、自ら

の判断と責任のもと、他の地域と異なる独自性を持ち、それを活かした個性的で

魅力的なまちづくりを進めていかなければなりません。また、行政区域を越えて

様々なつながりを強め、広域的な連携のもと、それぞれが持つ行政機能を活かし

ながら、新たな価値を創造していくことも必要となってきます。 

このような中、長崎市と長与町、時津町では、それぞれの行政区域を越えて生

活圏を共有しており、買物や通勤・通学などあらゆる面で結びつきが強く、地域

の経済や活性化に大きな影響を及ぼしています。 

行政サービスにおいては、消防・救急、ごみ処理、上水道、医療などで広域的

な取組みをすでに行っており、圏域住民の安全で安心な暮らしを支えています。 

また、長崎市は、観光施設、美術館・博物館・図書館などの文化・教育施設、

医療施設、商業・娯楽施設などの都市機能が集積し、また、国内外からの玄関口

として、国際観光埠頭ターミナルや長崎駅周辺の整備が進み、圏域全体での経済・

暮らし・交流の中心的な役割を担っています。 

このようなことから、特異な歴史の中で育んできた独特の文化や産業、平和へ

の想いを持つ長崎市は中心市として、生活圏や経済圏を共にする近隣自治体との

ネットワークを更に強化することにより、圏域の持つ様々な価値を高めながら、

圏域全体が活力に溢れ、「暮らしてみたい」、「住み続けたい」と感じる魅力的な地

域づくりを目指していくことを、ここに宣言します。 

 

 

平成２３年１２月１４日 

長崎市長  田 上 富 久 



１ 都市機能の集積状況と利用状況 

  長崎市、長与町及び時津町の圏域の合計人口は、長崎県の人口の３分の１を

超える５０万人以上の人口が集積しており、圏域に占める長崎市の人口は、圏

域の８５％を占めています。 

  長崎市には、医療、教育、文化、産業、観光、交通といった、定住自立圏の

確立に向けて必要な都市機能が集積しています。 

  ⑴ 医療  

分野 都市機能 施設等名称 

医療 救急病院（救急告示） 

 

長崎市立市民病院、長崎市立病院成人病

センター、長崎大学病院、井上病院、日

本海員掖済会長崎病院、恵比須町病院、

上戸町病院、光晴会病院、済生会長崎病

院、十善会病院、聖フランシスコ病院、

田上病院、長崎北徳州会病院、長崎記念

病院、長崎原爆病院、虹が丘病院、日浦

病院、長崎友愛病院、出島病院 

 

  ア 市立病院の利用状況(平成 22 年度実績)  

         【長崎市の保健行政平成 23 年度版】 

 施設名称 入院患者数（人） 外来患者数（人） 合計（人） 

長崎市立市民病院 124,271 127,602 251,873 

長崎市立病院成人

病センター 

40,083 38,079 78,162 

  イ 長崎大学病院の利用状況(平成 22 年度実績)  

【平成 23 年度長崎大学病院概要】 

 長崎大学医学部・歯学部附属病院 

項目 入院患者数（人） 外来患者数（人） 合計（人） 

患者数 278,169 407,786 685,955 

 

 ⑵ 教育  

都市機能 施設等名称 

大学・短期大学 長崎大学 

長崎総合科学大学 

活水女子大学 

長崎純心大学 

長崎外国語大学 

長崎女子短期大学 

長崎玉成短期大学 

学校教育法の規定による認可された各種専門学校 １７校（休校中を除く。） 

   



ア 長崎市内の大学・短期大学の学生教官及び職員数 

        (長崎市教育委員会調べ 平成 23 年 5 月 1 日現在) 

 学生数(人) 教官数（人） 職員数(人) 合計(人) 

長崎大学 7,674 662 153 8,489 

長崎総合科学大学 860 57 53 970 

活水女子大学 1,374 113 73 1,560 

長崎純心大学 1,402 70 35 1,507 

長崎外国語大学 719 36 43 798 

長崎女子短期大学 410 26 17 453 

長崎玉成短期大学 19 7 4 30 

合計 12,458 971 378 13,807 

 

  イ 長崎市内の高等学校の設置状況 

       (教育基本調査 平成 23 年 5 月 1 日現在) 

 項目 数 

学校数（校） 21 

生徒数（人） 13,351 

教員数（人） 1,186 

 

  ウ 長崎市立長崎商業高等学校の状況 

       (教育基本調査 平成 23 年 5 月 1 日現在) 

 項目 数 

生徒数（人） 837 

教員数（人） 87 

 

 ⑶ 商業  

都市機能 施設等名称 

大規模小売店舗立地法に基づく

届出店舗面積が 10,000 ㎡以上 

夢彩都、アミュプラザ長崎、㈱浜屋百

貨店、Ｓ＆Ｂ葉山ショッピングセンタ

ー、チトセピア、みらい長崎ココウォ

ーク、長崎玉屋・長崎市新大工町市場

協同組合、イオン東長崎ショッピング

センター、ハイパーモールメルクス長

崎、㈱西友道の尾店 

   

 

 

 

 



ア 卸売業・小売業の事業者数、従業者数、年間販売等 

              （平成 19 年商業統計調査） 

市 町 村

名 

卸売業 小売業 

事業

者数 

従業者数

（人） 

年間商品 

販売額 

(万円) 

事業者数 
従業者数

（人） 

年間商品 

販売額 

(万円) 

長崎市 1,189 10,815 74,223,288 4,778 27,952 40,491,015 

長与町 66 439 2,252,897 259 1,758 2,458,258 

時津町 87 830 4,986,327 293 2,554 5,002,767 

 

  イ 事業者数、従業者数、製造品出荷額等  （平成 21 年工業統計調査） 

   （従業者 4 人以上の事業所） 

市町村名 事業者数 従業者数（人） 
製造品出荷額等 

(万円) 

長崎市 359 14,156 60,141,182 

長与町 32 582 551,576 

時津町 70 2,832 6,551,614 

 

 ⑷ 文化・スポーツ 

分野 都市機能 施設等名称 

文化 美 術 館 ・ 博 物

館・資料館等 

長崎県美術館、長崎原爆資料館、長崎歴史文

化博物館、長崎市科学館、長崎市シーボルト

記念館、長崎ペンギン水族館、グラバー園、

出島 

文化ホール等 長崎ブリックホール、長崎市公会堂、長崎市

チトセピアホール、長崎市文化ホール（市民

会館） 

図書館 長崎市立図書館、長崎県立長崎図書館 

スポーツ スポーツ施設 

 

長崎市総合運動公園（かきどまり庭球場、か

きどまり野球場・かきどまり陸上競技場、か

きどまり補助競技場、かきどまり投てき練習

場）、平和公園（庭球場、弓道場、陸上競技場、

ソフトボール場、ラグビー・サッカー場） 

長崎東公園（運動場、コミュニティ体育館、

庭球場、コミュニティプール）、市民総合プー

ル、市民体育館 

長崎県営野球場 

長崎県立総合体育館 

 



  ア 文化等施設の利用状況（平成 21 年度実績）【平成 22 年版長崎市統計年鑑】 

   施設名称 入館者・利用者数（人） 

長崎県美術館 61,385 

長崎原爆資料館 674,616 

長崎歴史文化博物館 155,507 

長崎市科学館 60,338 

長崎市シーボルト記念館 17,331 

長崎ペンギン水族館 253,330 

グラバー園 907,219 

出島 386,884 

長崎ﾌﾞﾘｯｸﾎｰﾙ（大ホール・国際会議場を含む） 288,545 

長崎市公会堂 176,015 

長崎市チトセピアホール 49,840 

長崎市文化ホール（市民会館） 163,275 

   ※長崎県美術館、長崎歴史文化博物館については、常設展のみの入館者数 

    長崎市科学館は平成 21 年 1 月～12 月までの集計 

 

イ 長崎市立図書館の利用状況及び登録者数（長崎市立図書館調べ） 

平成 22 年度 

利用者数(人) 

平成 23年 4月 1日現在 

登録者数(人) 

登録者数内訳（人） 

長崎市 長与町 時津町 

1,039,886 118,473 112,971 3,977 1,525 

   

ウ 長崎県立長崎図書館の利用状況等（平成 22 年度実績） 

            【平成 23 年版県立長崎図書館概要】 

入館者数(人) 
市町への協力貸出数（冊） 

長崎市 長与町 時津町 

292,151 810 3,622 4,477 

    

エ 長崎市総合運動公園の利用状況（平成 22 年度実績スポーツ振興課調べ） 

  施設名称 利用者数（人） 

かきどまり庭球場 107,320 

かきどまり野球場 29,208 

かきどまり陸上競技場 101,260 

かきどまり補助競技場 75,057 

かきどまり投てき練習場 7,725 

   

 

 

 



オ 平和公園の利用状況（平成 22 年度実績 長崎市スポーツ振興課調べ） 

施設名称 利用者数（人） 

市営庭球場 211,655 

市営弓道場 26,763 

市営陸上競技場（松山） 14,483 

市営ソフトボール場 64,434 

市営ラグビー・サッカー場 69,788 

   

カ 長崎東公園の利用状況（平成 22 年度実績 長崎市スポーツ振興課調べ） 

施設名称 利用者数（人） 

長崎東公園運動場 9,148 

長崎東公園コミュニティ体育館 93,734 

長崎東公園庭球場 18,968 

長崎東公園コミュニティプール 31,240 

   

キ 市民総合プールの利用状況 

（平成 22 年度実績 長崎市スポーツ振興課調べ） 

施設名称 利用者数（人） 

市民総合プール 178,370 

   

ク 市民体育館の利用状況（平成 22 年度実績 長崎市スポーツ振興課調べ） 

施設名称 利用者数（人） 

市民体育館 160,101 

 

 ⑸ 交通 

 都市機能 施設等名称 

公共交通機関 長崎自動車㈱、長崎県交通局、長崎電気軌道㈱、九州旅

客鉄道㈱ 

高速道路 長崎自動車道長崎ＩＣ、長崎芒塚ＩＣ 

都市幹線道路 国道３４号 

港湾施設 長崎港 

 

  ア 一般乗合バス乗車人員数（平成 21 年実績） 

【平成 22 年版長崎市統計年鑑】 

種別 乗車人員（千人） 

一般乗合 57,674 

 ※長崎自動車（株）、長崎バス観光（株）、長崎県交通局の３社のバス輸送状況で、市

内所在の各営業所の集計で定期観光バスを含む。 

 



２ 圏域で連携が想定される取り組み 

  長崎圏域定住自立圏では、圏域全体の発展と圏域住民の利便性向上のため、

次の取組みを推進していくことを想定しています。 

 

 ⑴ 生活機能の強化 

  ア 医療  

（ｱ）安心できる医療環境の充実を図るため、圏域住民に密着した医療サー

ビスの提供や広域救急医療の充実について連携して推進する。 

 

  イ 福祉  

（ｱ）安心して子どもを生み育て、子どもの健やかな育ちを図るため、保育

サービスの充実や子育てに関する取組みについて連携して推進する。 

（ｲ）高齢者や障害者が暮らしやすいまちづくりを進めるため、介護や福祉

の充実を連携して推進する。 

 

  ウ 産業振興  

   （ｱ）「食」を活かして地場産業を活性化するため、地場産品の普及促進の

ための取組みについて、連携して推進する。 

（ｲ）農林業に新しい活力を生み出すため、援農者の育成・確保のための取

組みについて、連携して推進する。 

（ｳ）地場産業の経営力を高め、雇用促進を図るための取組みを支援する。 

 

エ 環境  

（ｱ）持続可能な低炭素社会の実現並びに循環型社会の形成の推進のため、

温室効果ガス排出削減、ごみ減量・リサイクル・適正処理等に関して連携

して推進する。 

 

  オ 教育・文化  

（ｱ）圏域住民の読書機会の充実を図るため、図書館の相互利用を促進する。 

（ｲ）様々な分野で男女が参画する社会の実現のため、男女共同参画推進セ

ンターが開催する講座等を共同で実施する。 

 

  カ 防災  

   （ｱ）災害に強いまちづくりを進め、圏域住民の安全を確保するため、防災

意識の啓発、防災に関する訓練を広域的に実施する。 

    

  キ その他 

   （ｱ）上記のほか、生活機能の強化に関する取組み    

 

 



 ⑵ 結びつきやネットワークの強化 

  ア 道路整備・地域公共交通  

   （ｱ）道路・交通の円滑化を図るため、基幹道路のネットワーク整備に向け

た取組みや生活交通路線などに関する総合的な取組みについて連携して推

進する。 

 

  イ ＩＣＴ利活用  

（ｱ）圏域の住民が市町の境界を越えて情報を共有できるようにするため、

ケーブルテレビや電子媒体による情報発信を連携して実施する。 

  

ウ その他 

（ｱ）上記のほか、結びつきやネットワークの強化に関する取組み 

 

（3）圏域マネジメント能力の強化 

  ア 人材の育成  

   （ｱ）圏域における人材の育成と交流の促進を図るため、圏域全体での研修

や講師の派遣、人事交流、講演会などを実施する。 

   （ｲ）地域の活性化を図り、圏域の大学で学ぶ魅力を向上させるため、大学

と地域の連携を推進する。 

   

イ その他 

（ｱ）上記のほか、圏域マネジメント能力の強化に関する取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３ 長崎市に従業又は通学する就業者数及び通学者数を、常住する就業者数及び

通学者数で除して得た数値が 0.1 以上である市・町 

 自治体名 通勤通学の割合 

（Ａ/Ｂ） 

長崎市への就業者数

及び通学者数（Ａ）   

（人） 

常住する就業者数及

び通学者数（Ｂ） 

(人) 

長与町 0.55 11,073 20,303 

時津町 0.41 5,971 14,619 

諫早市 0.13 8,929 66,330 

※就業者数及び通学者数は、平成１７年度国勢調査によるもの。 

 常住する就業者数及び通学者数は、自宅従業者数を控除した数値。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


