
「若い世代に選ばれる魅力的なまち」
 をめざして 問い合わせ　長崎創生推進室（☎829-1355）

長崎市が直面している課題～人口減少の何が問題？～

これからの長崎市

　長崎市の総人口は、2015年から30
年後の2045年には、11.8万人減少
（▲27.6％）し、31.1万人になり、また、
総人口に占める年少人口割合は、約
9％に減少する一方で、老年人口割合
は、約40％にまで増加し、急速に少子
化・高齢化が進行することが予想され
ています。
　このことは、「消費が縮小する」「高
齢者を支える社会保障制度などの現
在の仕組みの維持が困難になる」と
いった問題があります。

　人口減少に歯止めをかけるためには、産業界、教育機関、行政機関、金融機関、労働団体、メディア、士業、市民の
みなさんと一緒に、オール長崎市で取り組むことが重要です。
　このため、今回、人口減少の克服と長崎が成長するための処方せんとして策定した「第2期長崎市まち・ひと・しご
と創生総合戦略」について紹介します。

今後5年間で長崎の「まちの形」は100年に一度の規模で大きく変わります。
未来に向かって活力あるまちであり続けるため、進化するチャンスです。
長崎のまちは、豊かな自然や歴史など、様々な魅力が溢れるまちです。

豊富な地域資源を活かし、新しい時代の長崎のまちづくりをオール長崎市で進めましょう！

これまでのふり返り

（第1期）長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略の成果と課題

○雇用の枠の確保
・企業誘致に伴う新規雇用者数
 →（市外企業新設）累計2,358人（H30まで）

○転出超過数拡大（2019年：2,772人）
○少子化の進行（2019年出生数：2,782人/目標3,300人）

○合計特殊出生率がやや改善
・H27：1.47→H29：1.50→H30：1.48
→H27に約40年ぶりに国の数値を上回る

○交流の産業化
・H30観光消費額：約1,497億円（過去最高）

○新たなジャンルの企業誘致
・IT（情報技術）企業の研究開発拠点立地
 →地場企業との共同による相乗効果も期待できるなど、新たな流れ
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資料：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成30年3月推計）」
※総人口には、年齢不詳人口含む。
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※構想段階のため今後デザイン含め変更の可能性があります　Ⓒジャパネットホールディングス

やみつきになる感動を

長崎スタジアムシティ

古代にタイムスリップ

長崎恐竜博物館
（仮称）

V・ファーレン長崎の本拠地として最大23,000席のスタジアムを核として、交流人口
の増加や、雇用の場、市民の楽しみの場を創出する、民間主体の地域創生モデルです。

長崎市内で発見された恐竜等化石は、長崎の自然
史を描くうえで非常に貴重な財産であるとの高い
評価を受けています。これらを市民の学習及び地
域振興の資源として有効に活用するため、調査研
究、資料の収集、展示、教育活動に資する（仮称）長
崎恐竜博物館を野母崎田の子地区に建設します。

胸高まる驚きや発見に出会う

出島メッセ長崎
これまでナガサキで開催できなかった規模の学会や
大会、魅力的なイベントが開かれます。多くの人が集ま
るだけでなく、最先端の技術や情報などに触れる機会
が増え、新たな交流を生み出すことが期待されます。

※今後の計画によって変更の可能性があります

カラフルな時間を過ごす場所

長崎駅前広場／新駅
全国の新幹線ネットワークにつながることで、ヒト・モノ・情報の交流が活発に
なり、長崎がより一層元気になります。
市民や来訪者もくつろげる場所やイベントスペースなどがあり、平日も休日も
人が行き交います。

暮らしに寄り添う

長崎市新庁舎
市民の皆さんがよく訪れる身近な窓口を1～4階に
まとめて配置します。
市民の皆さんがイベントなどで利用できる広場、多
目的スペースや会議室など、新たな機能が加わりま
す。最上階の展望フロアでは、これまでにない角度
から長崎のまちなみを見ることができます。

提供：鉄道・運輸機構
※今後変更になる可能性があります※今後変更になる可能性があります



第 2期長崎市まち・ひと・しごと創生総合戦略

若者や子育て世代が長崎に定着することや新たに住むことに
つなげるため、魅力ある仕事づくりや、スタートアップなどの
チャレンジの応援、学び、暮らし、楽しむ魅力の向上や移住の
促進などの施策を展開します。

地域を公共交通網や超高速インターネットなどのネットワークで
つなぐことで、コンパクトで暮らしやすいまちづくりを進めるとと
もに、地域コミュニティの形成やまちづくりの当事者となる人材
の育成により、シビックプライドの醸成を図りながら地域の力を
活かしたまちづくりを推進します。

結婚や妊娠・出産の希望をかなえるとともに、安心して育児が
できるよう、時間と場所の切れ目のない子育て支援に取り組
みます。
また、まち全体で子育てを
応援してもらえる環境や、
子どもが安全・安心に学べ
「確かな学力」を身に付け
られる教育環境の整備
に取り組みます。

地域資源に磨きをかけて「人」の交流を生み出し、経済活性化につなげる
「交流の産業化」において、インバウンドやMICE、スポーツ、文化などを通
じた多くの訪問客を迎えることで、昭和の観光都市から21世紀の交流都
市に進化し、「交流の産業化」の成果を高めます。

取組み
●地元企業の新事業展開推進・新産業の創出及び育成　　●働きやすい職場環境づくりの推進
●企業立地の推進　　●創業・スタートアップの促進　　●農林水産業の担い手育成・生産性向上
●学び・暮らし・楽しみの魅力向上と発信　　●移住の促進
●域外の人材と関係する機会の充実（関係人口の創出・拡大）

Society5.0とは
インターネットやITを活用して、経済発展や社会課題を解決する暮らしやすいスマートな社会のこと。

　第2期総合戦略は「若い世代に選ばれる魅力的なまち」をめざすべき姿として掲げ、「人口の減り方をおさえる」、「人口が減って
も暮らしやすいまちにする」、「交流人口を増やす」という考え方を基本にその実現に向けて、次の4つの目標を設定しています。

経済を強くし、新しいひとの流れをつくる

取組み
●結婚、妊娠、出産の支援　　●幼児期の教育・保育の充実　　●子育ての負担軽減
●子どもの「育ち」への支援　　●母と子の健康への支援　　●児童虐待等の防止
●子育てと仕事の両立の支援　　●児童生徒が「確かな学力」を身に付けるための教育環境の充実
●児童生徒が「安全・安心に学べる」教育環境の整備

子どもをみんなで育てる　子育てしやすいまちをつくる

取組み
●地域コミュニティの活性化　　●まちづくりの人材育成及び協働の推進　　●地域防災力の向上
●高次な都市機能の維持・集積　　●将来に向けた公共施設等の見直し　　●道路ネットワークの充実
●公共交通網の仕組みづくりと維持　　●情報ネットワークの整備促進　　●広域連携の推進
●Society5.0の実現に向けた技術活用の促進

「まちの形」と「まちを支えるしくみ」をつくる

取組み
顧客創造プロジェクト…外国人観光客、MICE、富裕層誘致に取り組むとともに、交流のエリアも拡大します。
価値創造プロジェクト…資源の磨き上げ、サービスの向上と創出、人材育成など、まちに新しい価値を生み出します。
交流を支える都市の基盤整備…新幹線開業に向けた長崎駅周辺の整備や、道路ネットワークの整備などを行います。
交流の産業化を進める体制づくり…観光地域づくりのかじ取り役である「長崎市版DMO」の機能を充実します。

「交流の産業化」

オール長崎
市で

交流の産業
化を

実現しまし
ょう
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