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①海洋エネルギー産業の拠点形成、集積化 

○海洋エネルギー実証フィールドビジネスモデル事業 

・海洋再生可能エネルギー実証フィールドにおいて、民間投資活用を含めた事業可能性調査や海域調査を行
い、事業モデルを構築。 

○海洋エネルギー関連産業の拠点形成推進事業  

・国に選定された本県海域（五島市久賀島沖、椛島沖、西海市江島・平島沖）において海洋再生可能エネル
ギーに係る実証フィールド創設を進めるとともに、海洋再生可能エネルギーの拠点形成を推進。 

②再生可能エネルギー・水素エネルギーを活用した新産業の創出 

●【新】燃料電池船の開発推進 

・環境省が浮体式洋上風力発電実証事業において使用する燃料電池船を活用し、国や民間事業者が行う海
域実証のためのフィールドを整備。また、国土交通省が予定している安全ガイドライン策定のための実証事業
についても誘致を働き掛け、商用ベースの燃料電池船を開発。 

●【新】再生可能エネルギー由来水素を活用した燃料電池による農業への電熱併給ビジネスモデルの構築 

・太陽光発電による電力で水を電気分解し製造した水素による燃料電池から農業生産現場（ハウス等）に電気
と熱を供給し農業を行うビジネスモデルを創出。 

●【新】未利用資源を活用した地産地消型エネルギー供給事業の創出と農業への二次利用 

・島原半島 3市による環境省事業を積極支援。 
・木質バイオマス・地熱について発電・熱供給事業を創出。 
・余熱については農業への二次利用の実証とビジネスモデル構築を支援。 
・先ずは、島原半島で成功例の創出を目指し、その後、県内での波及を狙う。 

●【新】諫早湾干拓調整池を活用した太陽光発電による環境改善 

・再生可能エネルギーの導入促進（調整池においてフロート式太陽光発電の実証を実施） 
・調整池の水質浄化への貢献（調整池に構造物を設置することによる光合成・アオコ発生の抑制） 
・諫早湾干拓事業への支援（干拓地農業者への電力提供） 
・環境教育としての効果（県央振興局が検討中のビオトープと合わせ環境教育施設として活用）等 

●【新】ナガサキ型新技術研究開発の推進 

・本県の地域特性を踏まえ、地域の環境・エネルギー関連産業の振興につながる、超小型モビリティの研究開
発に取組む。 

○対馬プロジェクト推進事業 

・豊富にある木質資源を有効活用した発電や熱供給事業を中心として、再生可能エネルギーを活用したインフ
ラ施設のモデル実証や導入を通じて、省エネ・創エネの両面から、化石燃料に頼らない安心・快適で豊かなエ
ネルギー自立をめざす島の構築を図る。 

○西海プロジェクト推進事業 

・西海市が有する、潮流・造船技術等、多様な地域資源を活かし、地場企業を中心として 50kW規模の潮流発
電システムを開発するとともに、再生可能エネルギーを媒体とした産業の創出・地域の活性化と環境保全が両
立する「エネルギー地産地消モデル」を構築する。 

③ＩＣＴ関連分野における産学官連携による新事業創出 

●【新】県立大セキュリティ学科の活用 

・高度専門人材の輩出と並行して、セキュリティマネジメント人材を要する情報通信関連産業（金融系・ＩＴ系）を
誘致・集積 ※企業誘致に関しては、オフィスビル構想と連動しながら推進。 

・長崎県立大、長崎大学、長崎総合科学大学、佐世保高専等が連携し、情報セキュリティに関する研究を実
施。 

・高度専門人材の養成（情報セキュリティ管理士、情報セキュリティスペシャリスト等）。 

●【新】（ＩＣＴ関連）検診データを活用した健康増進対策 

・健診、レセプト及びリスク因子（社会環境）データ等から、加入者や地域住民、社員の方々の健康状況を把
握・分析し、データに基づく健康づくり対策を推進。 

●【新】自動走行技術の集積によるセンサー関連産業誘致 

・ソニーが検討している自動走行実証事業のためのフィールドを南島原市における島原鉄道廃線敷及び一般公
道並びに廃校となった校舎等を活用して整備等。 

●【新】長崎版Ｉｎｄｕｓｔｒｙ４．０ 

・県内大手企業と関連中小企業の迅速な横連携による受発注環境の整備等を目的とした次世代型ネットワー
ク構築。 

１ しごとを創り、育てる                        

（１）将来を展望し成長する新産業を生み出す 
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●【新】（ＩＣＴ関連）地域サービスイノベーションクラウド（官民協働クラウド） 

・情報資産（サーバ）や知的財産（公共データ）、電子県庁ライセンスを活用した新サービス・新ビジネスモデル
の創出等。 

○ロボット関連産業創出支援事業 

・ロボット関連産業の創出に向けた県内企業の参入意向・活用分野の調査等を実施。 

①基幹産業である造船産業の振興 

○造船関連産業競争力強化検討事業 

・本県中小造船及び関連企業の現状把握、環境変化に対応した次世代の事業経営戦略の構築を支援。 

②地域経済を牽引する中堅企業の育成 

●【新】中堅製造業の人材育成支援 

・製造業の現場で働く、女性、高齢者、若手従業員の働きやすい環境を整備し、労働力の増強を図る。 

○元気なものづくり企業成長応援事業 

・県内ものづくり企業の県外需要獲得に向けた規模拡大や技術力、営業力、製品開発力の強化、受注拡大の
取組への支援。 

③水産、農林分野と連携した食品製造業の強化 

●【新】食品製造業の高付加価値化支援事業（食品製造業の付加価値極大化事業） 

・長崎県の強みである水産加工業や菓子製造業など、食品製造業の高付加価値化（機能性の向上、希少産
品の商品化、高度な加工など）を推進。 

○ふるさと企業包括支援事業 

・加工食品製造業等の「中堅企業予備軍」を商品開発から販路拡大まで 2年間にわたり包括的に支援。 

④中小地場産業の協業化、異分野連携の推進 

●（再掲）【新】多様な農林水産物を活用したフードクラスターの構築 

・多様な農林水産物を活用したフードクラスターの実現による農産物の付加価値向上・有利販売・所得向上。 

●（再掲）【新】長崎版Ｉｎｄｕｓｔｒｙ４．０ 

・県内大手企業と関連中小企業の迅速な横連携による受発注環境の整備等を目的とした次世代型ネットワー
ク構築。    

①企業の本社機能移転の促進 

●【新】金融バックオフィスの誘致 

・長崎港ウォーターフロントへの金融バックオフィスの集積。 

○企業誘致総合展開推進事業費 

・民間企業等経験者の配置や本県の企業誘致情報の積極的な発信等により企業誘致を推進。 

②工業団地やオフィスビルなど企業の受け皿整備の充実 

●【新】オフィスビル等整備促進 

・本社機能移転の動きを捉えたオフィス系企業の誘致を促進するための支援制度の見直し。 

●（再掲）【新】金融バックオフィスの誘致 

・長崎港ウォーターフロントへの金融バックオフィスの集積。 

○企業立地推進助成事業 

・企業誘致の推進を図るための助成・貸付。 

（２）地域に根ざした製造業を育てる 

（３）戦略的、効果的な企業誘致を推進する 
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①収益性の向上に向けた生産・流通・販売対策の強化 

●【新】多様な農林水産物を活用したフードクラスターの構築 

・多様な農林水産物を活用したフードクラスターの実現による農産物の付加価値向上・有利販売・所得向上。 

●【新】県土のフル活用によるオランダ型ＩＣＴ農業の推進 

・オランダ型農業などＩＣＴ技術の活用と、県土のフル活用による新規就農者や企業参入の促進。 

●【新】基盤整備地の整備・活用による日本一を目指す里作り 

・耕作放棄地を基盤整備により団地化し、地域の特徴を活かした日本一の里づくりの仕組みを構築。 

●【新】農林産物の輸出倍増 

・関係機関との連携強化、アンテナショップの開設、現地でのプロモーション体制構築、需要に対応できる産地
の育成等により、輸出国開拓・輸出品目拡大を推進。 

●【新】林間地の有効活用によるＵＩターン者支援 

・比較的手軽に栽培可能で地域資源として市場性があるハランやシキミ、ふきのとうなどの特用林産物等を副
収入作目としてＵＩターン者が取り組めるような仕組みづくり。 

○輝く園芸産地実現緊急支援事業費 

・地域別・品目別の産地計画に、農地流動化による担い手の規模拡大や新規就農者の受け入れ計画の策定
を追加し、品目別技術対策と連動させることで、生産基盤の強化を促進・担い手等受入産地登録制度による
産地の維持・拡大。 

○肉用牛経営活力アップ事業費               

・肉用牛経営の規模拡大を推進するため、従来の新設牛舎に対する整備支援に加え、空き牛舎等の増改築
支援を実施。 

②経営感覚に優れた次代の担い手の確保 

●【新】「農村の若者」倍増計画 

・農業及び関連産業に従事する若者の倍増を目指し、農高生や青年・女性農業者グループ等による起業・創
業支援、法人雇用を通じた就農時の投資リスク軽減策を実施。 

○畜産クラスター構築事業 

・地域特有の実態を踏まえた新たな取組を推進し、地域の中心的な畜産経営体を育成するため、高収益型畜
産体制（クラスター）を構築。 

○新規就農者対策 

・新規就農者の受け入れを希望し、研修先や農地のあっせん等の受入態勢を整えた産地や法人等を対象に、
受入団体等登録制度を新たに構築し、情報発信から就農に至るまでを一体的に支援。 

③地域の活力と魅力にあふれる農山村づくり 

●【新】一次・二次・三次産業がつながるゼロエミッションシステム構築 

・農林業や他産業の事業活動に伴う廃棄物を資源としてフル活用するシステム、農畜産物の収量品質向上・
生産コスト低減と資源循環型農業の構築。 

●【新】長崎の農山村（ムラ）の「宝」よかもん発掘発信 

・県内の特産品（棚田など農村の自然景観等も含む）の自慢の逸品を県が認定、”そこでしか食べられない（体
験できない）”地域資源をブラッシュアップ。 

（４）農林業・農山村全体の所得向上を図り、多様な担い手を確保する 
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①漁業生産を支える資源管理・漁場整備等の推進 

●【新】海洋再生可能エネルギー関連産業と漁業の協調 

・洋上風力発電施設の集魚施設としての活用、誘導魚礁設置による漁場造成、企業との連携による漁業振興
等の検討 

●【新】（ＩＣＴ関連）漁海況データを活用した水産業の振興 

・総合水産試験場のホームページで公開している漁海況情報を、位置情報等と組み合わせ、 スマートフォン
などでも見られるよう可視化及びアプリ開発を行うとともに、地域漁業者毎に有益な情報を提供するデータシス
テムを構築し、地域の水産振興に役立てる。 

○藻場回復等総合推進事業 

・漁業者、行政等が連携し、藻場回復技術の検証、技術普及啓発、漁業者等活動組織の育成・取組を総合的
に推進。 

②市場ニーズに対応した流通対策・加工品の開発、輸出促進等 

●【新】中国への輸出拡大を目指した生産・流通の構築 

・養殖マグロを核に、海外で評価される魚づくり、輸出拡大を可能とする流通・輸送体制の構築 

●【新】大消費地への流通対策 

・大消費地の量販店等が望む産地での加工への取り組み、大手商社との連携による販売力強化 

○水産経営支援事業費 

・漁業所得向上に向けた経営改善や新たな事業展開を目指す漁業者に対して、関係機関が連携して経営指
導・支援を行う体制を整備し、強い経営体づくりを推進 

③中高年層を含む幅広い年代の就業者確保対策と離職防止対策の強化 

●【新】漁業の担い手確保のためのきめ細かな支援 

・漁業伝習所による新規就業者への研修充実、農業や漁業等と住宅を複合的に取り入れた定住メニュー提
案、離職防止のためのきめ細やかにフォローする受入体制、高校生・大学生を対象とした離島漁村留学、親
子２世代漁業者への特別支援 

○未来に繋ぐ漁村塾事業費 

・水産業に関する経営知識や技術、漁業制度などを体系立てて習得する場を設け、漁業生産と漁村活力の確
保に繋がる人材を育成 

④雇用型漁業の育成による雇用促進 

●【新】雇用型漁業の育成による雇用促進 

・生産設備の改善と加工・流通・観光等との一体的取組による優良な経営モデルを各地にひろげ、離島等での
雇用を確保、ハローワークを活用した漁業者の雇用マッチングシステムを構築 

（５）地域の柱となる水産業を育成し、後継者を確保する 
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①戦略的なマーケティングに基づく観光まちづくりと誘客促進 

○観光地の魅力創出・集客力アップ対策事業 

・観光地の魅力や集客力アップを図るため、地域が取り組む観光まちづくりのプロジェクトへの支援を行うととも
に、旅行商品開発のためのセミナーを開催 

②もうかる観光産業の育成 

●【新】『観光・NAGASAKI』ステップアップ 

・国内外の観光客の受入体制整備、ホテルコンシェルジュの配置等による観光産業の賃金の底上げ。 

●【新】宿泊産業の活性化 

・県外需要を獲得できる宿泊産業のイノベーションを促進し、収益性・生産性・商品・サービスの質を高める（事
業計画策定支援、イノベーションに要する財政支援） 

③世界遺産と日本遺産の活用による交流拡大 

●【新】日本遺産の価値の発信・活用 

・「日本遺産」に認定された文化財の認知度向上、また歴史的なストーリーを訴求するための仕組みづくり。 

○外国人観光客受入環境整備推進事業 

・二つの世界遺産登録を見据え、民間施設等が行う外国人観光客の受入環境整備に対する支援等 

④海外とのつながりを活かした中国を中心としたアジアからの誘客 

●【新】国際人材育成・国際交流拠点の設置 

・外国人向け観光案内所、長崎コンシェルジュコールセンター（電話窓口）、留学生活用支援センター、グロー
バルビレッジなどの機能を果たす国際人材育成・国際交流拠点の設置 

○東アジア相互交流推進事業 

・日中韓で文化交流、青少年交流、政府間交流など様々な交流事業を実施することにより、本県をゲートウェイ
とする人・物の流れの活発化を図り、３カ国の実利を創出 

○中国プロジェクト重点推進事業 

・歴史的なゆかりやこれまでの交流の成果を活かしながら、日中友好促進に繋がる長崎ならではの施策を推進 

（鄭成功、孫文・梅屋庄吉の活用等） 

⑤定期便、チャーター便の誘致拡大と長崎空港の２４時間化 

●【新】夜間国際貨物便の誘致 

・長崎空港の２４時間化をにらみ、夜間貨物便を誘致することで、九州各県の荷物を夕方まで集約し、翌日朝
には沖縄に届ける九州内貨物のハブ機能を長崎空港が担う 

○県内空港活性化推進事業 

・上海線やソウル線の利用促進を図りつつ、伸張著しい東南アジアの新たな地域との相互乗り入れ型（２ＷＡＹ）
チャーターの推進 

⑥関西ＰＲ戦略の推進 

○関西ＰＲ戦略＆商圏開拓事業 

・九州新幹線西九州ルート開業を見据え、県産品の魅力を関西圏にＰＲするための戦略を策定するとともに、県
産品フェアを実施 

（６）魅力ある観光地を創り国内外から人を呼び込む 
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①大都市圏アンテナショップの開設と魅力発信 

○「長崎うまかもんショップ」開設事業費 

・長崎県産品のＰＲ・販路拡大を図るため、大都市圏において期間限定のアンテナショップを設置 

②県産品の輸出拡大とブランド化 

●（再掲）【新】農林産物の輸出倍増 

・関係機関との連携強化、アンテナショップの開設、現地でのプロモーション体制構築、需要に対応できる産地
の育成等により、輸出国開拓・輸出品目拡大を推進 

●（再掲）【新】中国への輸出拡大を目指した生産・流通の構築 

・養殖マグロを核に、海外で評価される魚づくり、輸出拡大を可能とする流通・輸送体制の構築 

○長崎県産品海外販路拡大事業 

・県産品の海外販路を開拓・拡大するため、県内商社を活用したフェア開催、商談会等を実施 

③新たな商品開発の促進と魅力ある地域産品の発信強化 

○ながさき「食の魅力」総合発信事業 

・官・民が一体となった本県産品のブランド化推進体制により、パートナーシップ等連携締結企業を中心とした重
点的なマーケット対策を実施する。さらに、県内企業の営業力および販売強化対策を実施することで、県産品
のブランド化と販路拡大による所得向上対策を加速化させる 

①ＩＣＴ関連産業の起業・育成、クリエイティブ産業の振興 

●【新】ネット通販による海外展開支援 

・海外展開と地域企業支援を両立する企業と連携し、実践的な指導を実施。 

●【新】（ＩＣＴ関連）電子県庁システムの市場流通化 

・県グループウェアの中小企業導入・販売によるビジネスモデル化 

○クリエーター支援事業費 

・首都圏等で活躍する本県出身のクリエーター(デザイナー等)との技術交流及び支援体制構築により、県内関
連企業の技術力向上を推進 

②介護周辺・健康サービス等の新たなサービス産業の振興 

●【新】健康・長寿ポイント制度の創設 

・県内ヘルスケア産業のＰＲと、本サービスの利用促進による関係産業の活性化とともに、県民の QOL 向上を
図る。 

○介護周辺・健康サービス事業化促進事業費 

・今後需要の増大が見込まれる介護周辺・健康サービス分野の事業化促進に向け、支援体制の整備や助成
制度を創設。 

③地域の拠点となる商店街の活性化など、社会構造の変化に対応した商業の振興 

●【新】人材育成によるサービス産業の活性化 

・サービス産業は、現場でサービスを提供する人材が付加価値の源泉であり、その人材育成を図ることにより、
付加価値の増大と生産性の向上につなげる 

●【新】生き残る店舗のビジネスモデル化 

・県内各地域で生き残る個店の取組を分析・集約し、これを共有することにより、地域経済（地域力）の維持を
図る。 

（８）付加価値の高いサービス産業を育てる 

（７）地域ならではの産品に磨きをかけブランド化する 
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①創業・起業の促進 

●【新】創業ボトルネック解消事業 

・県内で創業を行う場合に、その事業内容の事前検討や資金調達等のさまざまな問題解決を行うため支援。 

○創業・起業支援事業費 

・市町を中心とした創業支援体制を構築するとともに、関係機関と連携した研修等の実施や、市町が取り組む
創業者発掘事業への支援等を実施。 

②事業承継の推進 

○長崎県小規模事業経営支援事業 

・地域における円滑な事業承継に取り組む商工団体の経営指導員への支援。 

（９）分野横断的施策を推進する 
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①若者にとって魅力のある雇用の場の創出と雇用環境の整備 

●【新】誰もが働きやすい職場づくり 

・誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度。ワーク･ライフ・バランス取組実践研修。 

●【新】健康経営の創造 

・従業員の健康づくりに積極的に取り組もうとする（＝健康経営を目指す）県内企業を支援し、県内就職の促進
と県民の幸福感向上を目指す。 

②県内で活躍する人材を育成する産学官コンソーシアムの設置 

●【新】高等技術専門校を活用した新たな視点での人材育成 

・人材の県内定着促進に向け、高等技術専門の役割を再検討し、必要に応じ組織体制・訓練内容等を見直
す。 

●【新】県内で活躍する人材を育成する産学官コンソーシアムの設置 

・企業、学校、行政が、産業人材の育成や若年者の県内就職・定着化について恒常的に対話する場として設
置。 

③企業が求める高度専門人材、グローバル人材、研究者・技術者等の育成と教育・人材養成機関の教育プ

ログラムの整備 

●【新】長崎県グローバルビジネス人材マッチング・育成プログラム 

・本県の「稼ぐ力」向上のため「ひと」のグローバル化と「しごと」とのマッチングを促進。英語力のある人材の県内
企業就職促進と、県外からの企業誘致や外資系高級ホテル誘致等。 

●【新】子どもたちが直接外国語に親しむ体験活動の設定 

・英語村等の活用について検討中。 

④産学官が連携した建設人材教育システムの構築 

●【新】産学官が連携した建設人材確保育成システムの構築 

・建設業の人材の高齢化、後継者不足を解消するために、産学官連携して、中長期的な人材確保の取組みや
あり方を検討し、建設人材確保育成システムの構築を支援する。 

⑤長崎県の暮らしやすさや県内企業の魅力の発信と高校・大学生の県内就職の促進・支援等 

●【新】｢奨学金」を活用した大学生等の地元定着の推進 

・県及び地元産業界からの出捐により基金を造成し、県内企業が求める人材の確保や県内企業に一定年数就
業することなどを要件として、基金から奨学金返還のための補助を行うことを検討中。 

●【新】新たな奨学金の創設 

・学力・意欲のある低所得世帯の生徒の大学進学の促進のため、将来の奨学金返還にかかる負担の軽減策を
検討中。 

●【新】若者の地元定着に向けた県立大学の人材育成 

・長期インターンシップ、日経リレー講座（日経新聞社の記者を講師とする）、ビジネス経済の実践（企業人から
具体的事例を学ぶ）、しまに学ぶ（学部学生が事前学習のうえ、県内離島において実地調査）、情報システム
学部の大学院設置及びサイバーセキュリティに関する民間を対象とした研修機能の整備。 

●【新】長崎県の魅力発信・体感による若者の県内就職促進 

・優れた技術力、商品開発力、サービスを誇る本県の中小・中堅企業の情報をはじめ、県内企業の幅広い情
報や本県の暮らしやすさの情報を学生やその保護者に発信。 

●【新】国のＣＯＣ＋事業と連携した県内就職の促進 

・国のＣＯＣ＋事業を活用しながら、県内大学との連携強化による、地域における雇用創出、学卒者の地元定
着率の向上、地域が必要とする人材を養成する教育カリキュラムの構築を図る。 

●【新】離島・半島地域の高校生の県内就職促進 

・離島、半島の高校生が県内企業に就職する際の住宅への支援を検討。 

●【新】障害者雇用長崎モデルの展開 

・障害者を始めとして、生活保護受給者等の様々な就労困難者に雇用の場を提供する事業を全国的に展開し
ている企業と県関係部局との間で、長崎県内における就職困難者の雇用創出モデルとなる事業についての勉
強会を開催。就職困難者の雇用創出モデル”長崎モデル”を県内企業へ波及させる。 

 

（１）「人財県長崎」の実現により「しごと」と「ひと」の好循環を生み出す 

２ ひとを創り、活かす                        
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●【新】県内就職支援情報の発信 

・オンライン動画サイトや広報誌等によるＰＲ事業（県内企業・誘致企業の仕事内容やそこで働く魅力を伝える。
県内人材（大学・短大・高校等）の能力や意欲を伝える。長崎県で暮らす魅力を伝える（ふるさと教育含む）。
求人・求職ノウハウを伝える。各種支援制度を伝える。） 

○長崎の企業知名度アップ応援事業費 

・県内企業への就職を促進するため、県内企業におけるインターンシップを推進するとともに、県外からの就職
希望者への面接に係る経費助成等を実施 

①しごとを含め移住に関するワンストップ窓口の整備、きめ細かな支援の実施 

●【新】ターゲットを絞った移住対策の推進 

・ターゲットを絞った施策（福岡県内に出て行った大学生や若い世代の本県出身者をターゲットとしたＵターンの
働きかけ。ハローワークでは難しい狭くて深い専門職のマッチング。子育て世代や孫世代をターゲットにした働
きかけ。 

○新・ながさき暮らしＵＩターン促進プロジェクト費 

・県外からの移住希望者に対し、首都圏及び県内における相談・情報発信体制を強化するとともに、住まい・仕
事・暮らしやすさに関する受入環境を充実 

・ふるさと回帰支援センターに本県専用の相談窓口「ながさき暮らしサポートデスク」を設置 
・ながさき移住倶楽部の創設 
・都市部での移住相談会・情報発信 
・市町によるお試し住宅の整備への支援 
・キャンピングカーによるラクラク移住先探し 
・空き家バンクの充実や起業支援、農業・漁業分野における就労支援 など 

②農林水産業のＵＩターンに対する支援の強化 

●（再掲）【新】漁業の担い手確保のためのきめ細かな支援 

・漁業伝習所による新規就業者への研修充実、農業や漁業等と住宅を複合的に取り入れた定住メニュー提
案、離職防止のためのきめ細やかにフォローする受入体制、高校生・大学生を対象とした離島漁村留学、親
子２世代漁業者への特別支援 

●（再掲）【新】林間地の有効活用によるＵＩターン者支援 

・比較的手軽に栽培が可能で、地域資源として市場性があるハランやシキミ、ふきのとうなどの特用林産物等を
副収入作目としてＵＩターン者が取り組めるような仕組みづくりを整備する。 

●（再掲）【新】「農村の若者」倍増計画 

・農業及び関連産業に従事する若者の倍増を目指し、農高生や青年・女性農業者グループ等による起業・創
業支援、法人雇用を通じた就農時の投資リスク軽減策を実施。 

③地域の魅力を活かした高齢者移住の促進 

○高齢者移住促進事業費  

・官民による推進協議会を立ち上げ、県外からの高齢者の移住促進による地域の活性化を目指す「ながさき型
ＣＣＲＣ」の導入を検討。 

④高度な専門的知識・技術を有する人材の還流 

●【新】高度な専門的知識・技術を有する人材の還流 

・地域金融機関と連携した県内中小企業を「攻めの経営」への転換促進や、プロフェッショナル人材ニーズを明
確化し、ＵＩＪターンによる採用をサポートするプロフェッショナル人材の戦略拠点を整備。 

（２）総合的な移住対策を推進する 
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①女性の視点を活かした起業、産業の活性化と女性が働きやすい仕事の創出 

●【新】女性のチャレンジ応援 

・求人・求職ミスマッチの解消 

・女子トイレ等の施設整備や介護職場での ICT 活用（介護記録電子化や介護ロボット等の介護支援機器導
入）等への支援により女性が働きやすい環境づくり等を検討中。 

・女性の創業支援 

・起業にチャレンジしたい女性の発掘から起業後のフォローに至るまでの段階的・長期的な支援等を検討中。 

●【新】女性の活躍を促進する仕事の創出・拡大 

・オフィス系誘致企業に対する県独自の支援 

・オフィス系誘致企業に対する事業所内保育施設設置への支援等を検討中。 

②女性のライフステージに応じた就労支援と働きやすい職場環境の整備 

●【新】女性のチャレンジ応援 

・仕事と家庭の両立支援 

・急な子供の預かり等に対応する母親どうしの子育て助け合いサービス「アズママ」の導入支援等を検討中。 

●【新】女性の活躍を促進する仕事の創出・拡大 

・女性の活躍推進モデル事業所の指定・支援 

・職場環境整備など女性の就労促進に意欲のある地元企業を「女性の活躍推進モデル事業所」に指定し、
ワーク・ライフ・バランスや事業所内保育施設設置等にかかるコンサルティング等支援、人材確保のための
県内外への雇用情報発信等を検討中。 

●【新】女性看護師・医師確保 

・看護師の県内進学・就職促進 

・看護師養成機関において、県内進学・就職のための調査、及び支援策の構築等を行うモデル事業等を検
討中。 

・女性医師の定着支援 

・女性医師の定着促進のため、訪問型保育システムに対する支援等を検討中。 

○ながさき輝く女性応援プロジェクト 

・「ながさき女性活躍推進会議」の会員加入推進による、働きやすい職場環境づくりに向けた企業等の理解促
進 

・企業経営者や管理職へのセミナー等による、仕事と育児等を両立できるような働きやすい職場環境づくりに向
けた意識改革 

○女性就労総合サポート事業 

・女性向け就労相談窓口「ウーマンズジョブほっとステーション」における相談対応、セミナー、起業相談等によ
り、結婚、育児、介護などのライフステージに応じた女性の就労を支援 

③女性の登用等促進に向けた人材の育成及び社会の意識改革の推進 

○ながさき輝く女性応援プロジェクト 

・「大浦お慶プロジェクト」において、地域・組織等でのリーダーとなる女性を育成し、女性人材のネットワークを構
築して情報発信・収集、交流等を行うことにより、地域等における活躍を促進 

・「ながさき女性活躍推進会議」と連携した企業経営者や管理職へのセミナー等により、女性の登用・採用に向
けた企業等の理解を促進 

・女性の意識向上と企業等での登用に向けた人材育成のためのミドルマネジメント研修の実施 

・「女性力でながさきを活性化！会議」、「ながさきキラボス会議」を活用した女性の活躍推進 

（３）女性の就業と登用を促進する 
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①高齢者の元気で生きがいのある暮らしと社会参加の促進 

●【新】高齢者の活躍促進 

・活躍の場を求める特技・知識を持つ高齢者と必要とする団体とのマッチングによる就業や社会参加の支援、シ
ルバー優待などの生きがい対策を推進。 

②健康長寿・増進対策の推進 

●【新】食を通じた健康づくりと健康寿命の延伸 

・食の宝庫「ながさき」ならではの情報発信を通じた県民の健康づくりを推進。 

（４）元気な高齢者の活躍を促進する 
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①結婚・出産に対する意識醸成と婚活支援 

●【新】新たな結婚支援策 

・独身男女一対一の「お見合い」の場の創出を検討中。 

○ながさきめぐりあい事業 

・少子化の主な要因とされている晩婚化や未婚率の上昇は深刻であり、それらに歯止めをかけるため、男女の
出会いのきっかけづくりとなる場を提供する 

○婚活サポート事業費 

・県民の婚活支援について、婚活サポーター「縁結び隊」とともに独身者等の相談に応じることのできる窓口を設
置し、ながさきめぐりあい事業と連携した支援を実施する 

○子どもは宝文化醸成事業費 

・若い世代に対して、結婚や子育ての楽しさ等を伝えるとともに、社会全体で子育てを応援する意識を醸成
（「子どもは宝」子どもがいる家族の魅力発信講座、助産師等による出前講座） 

○特定不妊医療治療費助成事業費 

・配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成。 

②妊娠、出産、子育てへの支援と地域の支え合い体制の構築 

●【新】結婚・子育て支援のための住宅対策 

・子育て家庭への低廉な住宅の提供支援について検討中。 

●【新】周産期医療の提供体制の確保 

・県内で不足しているＮＩＣＵ等の増床整備や周産期医療に携わる医師等の育成・確保対策を強化し、周産期
医療提供体制の充実を図る。 

・あじさいネットの周産期医療支援システムと連携した小児医療支援システムを開発し、周産期から小児医療ま
で、継続性ある医療支援を行うことで、安心して出産、子育てできる環境を整備 

○乳幼児医療費助成費 

・乳幼児の健康維持と保護者の経済的負担の軽減を図るため、医療費の一部を助成 

○「ココロねっこ運動」推進事業 

・ココロねっこ運動の周知・啓発、「家庭の日」の普及・啓発等。 

○子育て情報プラットフォーム構築事業費 

・県、市町及び民間の子育て支援情報を収集・発信するホームページ開設、携帯端末向けアプリケーション開
発による子育て世代に効率的かつ有用な情報の提供 

○地域の子育て力アップ事業費 

・シニア世代や大学生等の力を活かし、地域全体で子育てする環境を構築 
・シニア世代を子育てボランティアとして育成し、各市町の子育て支援拠点に配置 等 
・大学生が子育てや遊び等の講座を受講後、自らが提案した子育て支援事業を実施 等 
・ファミリーサポートセンター事業の立ち上げに向けたファミリーサポートセンター提供会員を育成する研修会の
開催 等 

③子育ての負担軽減ときめ細かいサポートが必要な家庭への支援 

●【新】社会全体で子育て家庭を支援する仕組みづくり 

・民間を巻き込んだ社会全体で子育て家庭を支援する仕組みづくりを検討中。 

○長崎県多子世帯保育料軽減事業費 

・多子世帯の経済的負担軽減のため、幼稚園・保育所の第３子以降の保育料を無料化する市町に対して助成 

○保育対策等促進事業 

・保育所が行う休日･夜間保育や、病院・保育初頭が行う病児・病後児保育、民間保育所が行う延長保育等へ
の支援。 

○放課後児童クラブ支援費 

・放課後児童クラブの運営費等への支援。 

（１）結婚・妊娠・出産から子育てまで一貫して支援する 

３ まちを創り、活かす                        
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①地域を支える拠点づくり 

●【新】地域を支える「小さな拠点」づくり 

・移動手段確保や買い物支援等の生活支援など集落地域の維持・活性化に向けた総合的取組 

②地域を支える安心ネットワークの整備 

●【新】（地域資源やＩＣＴを活用した）高齢者の見守り体制の構築 

・高齢者の活用など様々な方法による見守り体制の構築と、医療・健康等情報提供体制の充実により、孤立死
の防止や、異変時の早期発見・早期対応に繋げる。 

・地域の見守り体制の重層化、見守り協定締結の推進、ＩＣＴの活用 

③ＩＣＴを活用したまちづくり 

●【新】（ＩＣＴ関連）バリアフリーストリートビュー 

・県内のバリアフリー状況を Googleのストリートビュー等を用いてオープンデータ化 

●（再掲）【新】（地域資源やＩＣＴを活用した）高齢者の見守り体制の構築 

・高齢者の活用など様々な方法による見守り体制の構築と、医療・健康等情報提供体制の充実により、孤立死
の防止や、異変時の早期発見・早期対応に繋げる。 

・地域の見守り体制の重層化、見守り協定締結の推進、ＩＣＴの活用 

○地域支え合い(I)CTモデル事業 

・過疎化や高齢化が進む地域において、地域コミュニティの活性化に繋がるよう、モデル事業としてＩＣＴを活用
した地域支え合いのための情報基盤を構築 

①民間資金、遊休資産の活用 

●【新】地域の資源を生かした交流ふれあいの持続可能なまちづくり 

・空き家等資産の流動化を促進し、宿泊所やレストラン、ショップ、オフィスなどへの利用転換に資するリフォー
ム補助とあわせた民間事業資金融資の利子補給等で事業展開を支援 

・特に世界遺産エリア、伝建地区エリアでモデル地域を選定し、空き家活用のまちづくり計画を策定 

・NPO等の連携を模索し、モデル地域の受け皿、サポート体制の構築 

②インフラの戦略的な利活用・維持管理・更新等の推進 

○インフラの戦略的な利活用・維持管理・更新等の推進 

・高度経済成長期から現在までに建設された道路インフラについて、予防保全を用いた戦略的な維持管理を
推進するため、適切な補修及び定期点検の実施、それらのデータの蓄積を確実に行うなど、着実なＰＤＣＡサ
イクルを実施していく。 

（２）地域を創り、支え合うインフラ・サービスを活性化する 

（３）既存ストックのマネジメントを強化する 
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①地域連携の推進 

○今後記載予定 

 

①不利条件の解消 

●【新】国境離島における若者の定住促進 

・若者を惹き付け・若者が住み続ける国境離島の実現を目指し、既存制度の見直し等を検討 

○離島地域交流促進基盤強化事業 

・離島地域住民の経済的負担軽減、交流人口拡大を図るため、離島基幹航路に就航している船舶の更新（リ
プレイス）及び長寿命化（リフレッシュ）に要する経費を助成 

○離島流通効率化・コスト改善事業費 

・離島関係市町が国の交付金を活用して行う戦略産品（農水産物等）に係る海上輸送コスト支援に対して県も
一部補助を実施 

②しまの資源を活かした地域活性化 

●【新】民間企業と連携したしまの産品の販売促進 

・民間企業と連携した大消費地へしまの良質な産品を売込む事業（地域商社的機能）やしまの地域資源を活
用したローカルブランディングの展開。 

●【新】離島留学制度の活性化 

・更なる魅力ある制度となるよう教育内容の工夫・改善を検討。 

●【新】しまや過疎地域の教育の活性化に向けて、地域と協働した県立学校の魅力化 

・地域の核として県立学校を魅力化し、地域内外からの生徒を確保し、学校や地域の活性化を図る市町の新
たな取組を募集し、支援。 

●（再掲）【新】日本遺産の価値の発信・活用 

・「日本遺産」に認定された文化財の認知度向上、また歴史的なストーリーを訴求するための仕組みづくりを推
進。 

○振興局プロジェクト 

・地域発地域づくりの更なる推進のため、こぎ出せミーティングでの議論等を通じ、優先的に取り組む必要がある
とされた課題の解決に向けて、振興局が主体的に地元と協働した取組を実施 
・五島の二次離島(久賀島・椛島)における農水産加工品の開発及び販路拡大等 
・対馬地域における韓国人観光客等の受入態勢整備や新たな土産品の開発等 

○対馬プロジェクト推進事業 

・豊富にある木質資源を有効活用した発電や熱供給事業を中心として、再生可能エネルギーを活用したインフ
ラ施設のモデル実証や導入を通じて、省エネ・創エネの両面から、化石燃料に頼らない安心・快適で豊かなエ
ネルギー自立をめざす島の構築を図る。 

○西海プロジェクト推進事業 

・西海市が有する、潮流・造船技術等、多様な地域資源を活かし、地場企業を中心として 50kW 規模の潮流
発電システムを開発するとともに、再生可能エネルギーを媒体とした産業の創出・地域の活性化と環境保全
が両立する「エネルギー地産地消モデル」を構築する。 

（４）人口減少等に対応した地域の形成を進める 

（５）離島地域の活性化に向けて「しまは日本の宝」戦略を推進する 



15 

 

 

 

 

 

 

 

①地域の特色を活かした地域発のプロジェクトの推進 

●【新】若者の交流・定住人口の拡大 

・いわゆるサブカルチャーの振興など若者視点の文化創造による若者の交流・定住人口の拡大 

●【新】鉄道を活用した地域活性化 

・地方鉄道のブランド力強化と地域資源の掘り起こし・魅力化を一体的に行い、鉄道利用と沿線地域観光をセ
ットにした旅行商品化や鉄道ブランドとタイアップした地域産品の販売促進等により新しい着地型の地域セール
スを展開。 

●【新】雲仙における自然資源等を活用した地域活性化 

・バイオマス発電の事業化やトレイルランコースの開発など、未利用資源や自然資源等を活用した地域活性化
を推進。 

●【新】西海国立公園の観光資源としての活用 

・西海国立公園は、絶滅危惧種であるカンムリウミスズメやカブトガニの生息が確認されるなど、国際的にも貴重
な海域や湿地が存在。エコツーリズム周遊ルートの構築などを進め、世界遺産等とも連携した国際的な観光
資源として活用を図る。 

●【新】再生エネルギーの活用・温暖化への取組み 

・バイオマス資源の集約化（下水汚泥等や地域バイオマス（ヨシ）を集約し、再生可能エネルギー（メタンガス・熱
源）として活用。残った汚泥を肥料等として活用。） 

・ヒートポンプ等を活用した節電取組の推進  

②スポーツによる地域活性化・産業振興 

●【新】スポーツによる地域活性化・産業振興 

・スポーツコミッションを核としたキャンプや大会誘致などスポーツツーリズムの推進、スポーツによる国際交流
の促進 

③広域連携の推進による県北地域の活性化 

●【新】隣県との連携 

・県境を越えた広域的な連携を進めることで、相乗的な政策効果が期待できる観光まちづくりなどの取組を推
進。 

●（再掲）【新】鉄道を活用した地域活性化 

・地方鉄道のブランド力強化と地域資源の掘り起こし・魅力化を一体的に行い、鉄道利用と沿線地域観光をセ
ットにした旅行商品化や鉄道ブランドとタイアップした地域産品の販売促進等により新しい着地型の地域セール
スを展開。 

○統合型リゾート（ＩＲ）の導入 

・カジノを含む統合型リゾートの本県誘致を目指し、国への働きかけ、地域別説明会の実施、県民の合意形成
などに取り組んでいく。 

④新幹線の開業等を見据えた大村湾周辺地域の活性化 

●【新】大村湾周辺地域の活性化 

・長崎空港や新大村駅から近く、自然環境・観光資源に恵まれる大村湾を活用し、地方創生・広域連携型のリ
ゾート地として交流人口・移住人口の拡大を目指す。 

（６）地域の特色を活かした地域活性化策を推進する 


