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令和 ３ 年 ６ 月

県庁舎跡地活用室

県庁舎跡地整備基本構想の骨子案について

１．骨子案の概要

(1) 基本理念

「歴史が息づく地で、賑わいと交流による新たな価値を創造する」

(2) 導入する機能等

・県庁舎跡地と県警本部跡地に、賑わいと交流に資する機能を効果的に配

置する。

（主な機能）

・人々が憩い、日常的に賑わう「広場」

・この地の歴史や世界遺産など本県の魅力を伝える「情報発信機能」

・多様な交流を促進する「交流支援機能」

※県庁舎跡地に、多目的交流スペースや研修・講義スペース等を設置

※県警本部跡地では、産学官等の連携によるオープンイノベーション

等を推進

・その他、第二別館跡地付近に、バスベイや待合所等を設置

・出土した石垣については保存・活用する方向で検討するとともに、出島

との連携等にも留意し、佇まいやデザインを備えた空間を整備する。

・県において利活用の考え方を提示しながら、民間の運営事業者の持つ

コーディネート等のノウハウを有効に活用し、効果的な施設運営を図る。

２．整備スケジュール等

・令和４年度以降、先ず、広場などをオープンスペースとして暫定的に供

用する。その上で、利用状況等を検証し、その後の整備を検討すること

により、「可変性」を確保しながら、段階的に整備する。

・県警本部跡地については、民間開発を基本に、事業者の意向等を踏まえ

ながら、整備計画等を精査していく。

・旧第三別館については、利活用ニーズや耐震改修などのコスト面等を精

査し、最終的な方向性を整理する。

・既に更地となっている、第二別館跡地などを活用し、社会実験の実施等

を含め、早期の賑わいづくりを推進する。



県庁舎跡地整備基本構想（骨子案）
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長崎県地域振興部県庁舎跡地活用室

令和３年６月



令和元年６月に策定した「県庁舎跡地整備方針」における整備の考え方など、
これまでの議論の経過を踏まえつつ、時代の大きな変化等も考慮し、今後の
本県発展に資する活用策としてとりまとめるもの
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基本構想の位置づけ

（考慮した事項）
・この地の重層的な歴史や果たしてきた役割（埋蔵文化財調査の結果等を含む）
・これまでの検討経過（懇話会からの提言、県議会等における議論など）
・まちの大きな変化（１００年に一度と言われる大きな変化）
・新たな時代への対応（Society5.0、ポストコロナ社会への対応など） 等



平成２２年 １月 民間懇話会からの提言（基本理念等）
平成２３年 １月 県議会からの意見書
平成２６年 ４月 民間懇話会からの提言（用途・機能等）

同年 ７月 長崎市からホール機能の提案
平成２９年 ２月 県議会からの意見書
令和 元年 ６月 県庁舎跡地整備方針策定

同年 ９月 整備方針の具体化（基本構想）に着手
同年１０月 埋蔵文化財調査に着手

令和 ２年 １月 長崎市が文化芸術ホール見直しを表明
令和 ３年 ２月 予定していた埋蔵文化財調査完了

3

検討経過

基本理念、整備する具体的機能・配置等について整理を進め、
「県庁舎跡地整備基本構想（骨子案）」をとりまとめ
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県庁舎跡地とは

この地に求められる役割

 重層的な歴史※を有し、海外との交流等により新しい価値を創造・発信してきた場
※岬の教会、長崎奉行所、４代の県庁のほか、森崎神社があったとする文献等も存在する

 長崎のまちの発祥の地、長崎の中心、長崎の象徴

 様々な歴史を持ち、まちなかの中心に位置する象徴的な場所として、これからも「賑わ
い」をもたらす場であり続けること

 様々な交流により新たな価値を創造・発信してきた場所として、これからも、多様な
人々が集い、「新たな価値を創造」する場であり続けること

 歴史が息づく貴重な県民の財産であり、今後の活用においても、より一層歴史を感じら
れるような「たたずまい・デザイン」を有すること



（趣旨）
様々な歴史を有し、長崎のまちの中心・象徴として、海外に開かれ、多様な交流による
創造・発信の拠点であり続けたこの地の役割を受け継ぎ、若い人達をはじめ多様な人々
が集い、交流することにより、長崎県の発展につながるような新たな価値を生み出して
いく場を、県民の皆様と共に作り上げていく。

①まち（地域）の活力を生み出す
歴史が息づく地に、憩いや賑わいの空間を創出するとともに、産業や文化、人的交流など、海外を含め幅広い
多様な分野の交流を推進し、県全体に活力をもたらす

②新たなビジネスやサービスを創出する
 産学官等の連携などによるオープンイノベーション等を推進し、新たなビジネスやサービスの創出につなげる

③地域や産業を支える人材を育成する
 若者や女性など幅広い層の人々が交流し、学び、チャレンジする場を整備し、本県の産業を担う人材や、
地域を支える人材の育成・確保につなげる

新たな価値とは

5

基本理念 『歴史が息づく地で、
賑わいと交流による新たな価値を創造する』
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機能や配置の考え方

県庁舎跡地と県警本部跡地に、出島との連携や周辺エリアの開発との連動等にも
留意し、「賑わい」と「交流」に資する機能を効果的に配置する
（主な機能）
・人々が憩い、日常的に賑わう「広場」
・この地の歴史や世界遺産など本県の魅力を伝える「情報発信機能」
・多様な交流を促進する「交流支援機能」
（県警本部跡地では、産学官等の連携によるオープンイノベーション等を
推進）

整備後の新たなニーズや課題等に対応できるようなスペースの確保や、低層による
建築とするなど「可変性を確保」しつつ､段階的に整備することを基本とする

いわゆる「本物」については保存・活用することを基本とし、現存する石垣等の
利活用を検討するほか、埋蔵文化財の状況に配慮した建物等の整備・配置とする

隣接する出島と連携しつつ、歴史を感じることのできる佇まいを持つ空間とする
など、景観やデザインの一体性に配慮する



BUS

長崎駅方面

出島方面
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県警本部跡地
周辺エリアの開発との連動にも留意
し、産学官等の連携によるオープン
イノベーション等を推進する機能を
整備（コワーキングスペース、シェ
アオフィス、共同研究スペース、交
流サロン等の交流支援機能など）

県庁舎跡地（石垣上）
この地の歴史を感じつつ、賑わいや
交流を促す広場や空間を整備（歴史
等の情報発信機能、多様な交流を促
進する交流支援機能（多目的交流ス
ペース、研修・講義スペース、プレ
ゼンスペース等）など）

た

県庁舎跡地（石垣下）
歴史ある石垣を見せる方向で検討。
出島との連携にも留意し、人々が行
き交う賑わいの空間を整備（本県の
魅力を伝える情報発信機能、石垣上
と石垣下をつなぐ階段等、バスベイ
や待合所など）

機能や配置のイメージ

 「賑わい」と「交流」に資する機能を効果的に
配置

交流

現存する石垣

出土した石垣

（江戸町
公園）

階段等
で接続

旧第三別館

情報発信機能（魅力等）

バスベイ
待合所

現存する石垣

広場

賑わい

情報発信機能（歴史等）
交流支援機能



①石垣上の敷地
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具体的な機能や配置（その１）

この地の歴史を感じつつ、幅広い賑わいや交流を
促す広場や空間※を整備
※遺構等に配慮し、敷地中央部に低層の建物の配置を検討
（１フロア約1,000㎡～1,500㎡の２階建て程度をイメージ）

（江戸町
公園）

（具体的機能）
・賑わいを創出する「広場」 ※カフェやベンチ等を併設

・出島を見渡せるロケーションを活かした歴史や世界遺産等の
「情報発信機能」
・多様な交流を促進する「交流支援機能」
※海外を含め、多様な人々や文化、知識、技術等に接することの
できる場として、サポート機能とともに、多目的交流スペース、
研修・講義スペース、プレゼンテーションスペースなどを整備

・その他、起業や創業を目指す若者等を支援するチャレンジショップ
等の設置について石垣下を含め検討



人々が行き交う賑わいの空間を整備
出島との連携や江戸町公園との一体的活用に留意
※情報発信や待合所の建物は平屋などをイメージ
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具体的な機能や配置（その２）

②石垣下の敷地

（旧県庁立体駐車場付近）
・出土した石垣を見せることを検討
・敷地に隣接するガソリンスタンド敷地を含めた一体活用を検討
・これにより生まれる空間に、景観にも配慮しつつ、ここでしか
入手できないような本県の魅力を伝える情報発信機能を整備

（第一別館跡地付近）
・出島表門橋とのデザインの調和等に留意し、石垣下と石垣上を
つなぐ階段等を整備

（第二別館跡地付近）
・空港バスや都市間バス等のバスベイや待合所を整備

（江戸町
公園）
（江戸町
公園）



（旧第三別館）

・サウンディング調査の結果、幅広い利活用のアイデアの提案があった
※主な提案内容
・大学のサテライトオフィス
・簡易宿泊所やスタートアップ支援施設
・長崎ならではのテーマに取り組む企業等の入居スペース
・カフェやキッチンなどを備えたイノベーション拠点 など

→旧第三別館については、こうした利活用ニーズを踏まえ、耐震改修などのコスト面、今
後、跡地活用全体において整備する施設への発展や機能分担などを整理しながら、基本
構想の中で最終的な方向性を決定する
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具体的な機能や配置（その３）

②石垣下の敷地（つづき）



将来の本県発展に資する、産学官等の連携による
オープンイノベーションなどを推進
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具体的な機能や配置（その４）

③県警本部跡地

（具体的機能）
・コワーキングスペース、シェアオフィス、共同研究スペース、
交流サロン等の「交流支援機能」
※コ・デジマなど既存施設の機能集約を含め検討

・県内や都市部などの交流拠点等とをつなぐハブ機能や、企業や人材を
繋ぐコーディネート機能等
・この他、企業向けオフィス等の整備についても検討
※今後のヒアリング等を踏まえ、民間開発を基本に整備計画等を精査

※民間開発を基本に、周辺部も含めた活用を検討

（江戸町
公園）
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留意点等

ハ
ー
ド
面

上質な空間の整備
歴史ある場所に見合う、センスのよい佇まいやデザインを備えた空間を整備

可変性の確保、段階的な整備
複合的なハード、ソフト整備に対応するため、新たなニーズ等にも対応できるスペースの確保や
低層による建築とするなど、可変性を確保しつつ、段階的に整備することを基本とする

ポストコロナ社会への対応
アフターコロナを見据えた空間設計（換気機能の強化など）、オンライン対応等

ソ
フ
ト
面

効果的な情報発信
歴史を感得してもらう工夫等
特定の時代の復元によらず、ＡＲやＶＲ，ＭＲなど先端技術等を活用した情報発信等の工夫
地域の文化や歴史等を紹介する企画展の開催など、多様な展示や催しを可能にする仕組みの検討
県美術館や歴史文化博物館等と連携した効果的な展示・情報発信の検討

エリア全体の人の流れや日常の賑わいづくり等を意識した仕掛けづくり
市町、関係団体、地域の皆様等との連携
賑わい創出､情報発信や展示等のあり方､まちなかへの回遊や県内周遊を促す工夫など



※事業手法、事業費、利用者数、経済
波及効果等については今後精査
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整備・運営手法

整備・運営にあたっては

 統一的なデザインなどにより、施設全体における設計・工事・運営までを一貫して
マネジメント（監修）すること

 一貫したコンセプトの下に、関係者間をつないで、プロジェクト等を具体化させていく
こと

などが重要であることから、民間の
ノウハウの活用等にも留意し、効果
的な手法や体制の導入について検討

運営体制のイメージ例



 広場や第二別館跡地、県警本部跡地等を先行して着手するなど、段階的な整備を推進
 石垣上や第一別館跡地等をオープンスペースとして暫定的に使用する中で、利用状況等を検証し、
その後の整備を検討
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今後の進め方

※個々の箇所の設計・整備の時期は、検証状況に応じて異なる可能性がある

令和3年度

石
垣
上

県警本部跡地
（交流支援）

4～5年度 6年度以降

全体ロードマップ

県
庁
舎
跡
地

・広場
・情報発信（歴史等）
・交流支援

石
垣
下

・石垣

・旧第三別館

・情報発信（魅力等）
・第一別館跡地
・第二別館跡地

基本構想
設計・整備

（民間開発による設計･整備を想定）

整地など

調査・設計・整備（石垣改修）見える化検討

ワークショップ・実証実験

暫定
供用

整地など 利用状況
等を検証

設計・整備利用状況
等を検証

スキーム検討 調査・設計・整備※利活用する場合

整地など暫定
供用

設計・整備
（階段・バスベイ等）

利用状況
等を検証

広場等を先行して整備するなど、段階的に整備



 石垣下の第一別館跡地、
第二別館跡地、旧第三
別館等を活用し、長崎
市の江戸町公園との一
体的活用にも留意しつ
つ、先行的な賑わいづ
くりを推進

 実施にあたっては、
ワークショップや実証
実験を行いながら、賑
わいづくりに向けた課
題の掘り起こしや、将
来持続的に活動してい
ただく人材の発掘・育
成を図る
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先行的な賑わいづくり

（江戸町公園）

第一別館
跡地

第二別館
跡地

旧第三別館

先行的な賑わいづくりの対象エリア



骨子案における県庁舎跡地・県警本部跡地の整備・活用イメージ

（江戸町公園）

BUS

現存する石垣

出土した石垣

た

石垣上石垣上
この地の歴史を感じつつ、幅広い賑わい
や交流を促す広場や空間を整備
※敷地中央部に、低層の建物の配置を検討
（１フロア1,000～1,500㎡の２階建て程度）
●具体的機能
「広場」※カフェやベンチ等を併設
 歴史等の「情報発信機能」
「交流支援機能」
※多目的交流スペース、研修・講義スペース、
プレゼンスペース等を設置

交流支援機能
（ｵｰﾌﾟﾝｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ等）

交流

広場

現存する石垣

賑わい

長崎駅方面

出島方面

石垣下石垣下

●旧県庁立体駐車場付近

出島との連携等にも留意し、人々が行き
交う賑わいの空間を整備
※隣接するガソリンスタンド敷地を含めた一体
活用を検討

出土した石垣を見せることを検討
本県の魅力を伝える「情報発信機能」

石垣上と下をつなぐ階段等を整備

利活用ニーズや改修費用等を踏まえ、最終的
な方向性を整理

●第一別館跡地付近

●第二別館跡地付近
バスベイや待合所を設置

●旧第三別館

物産展（イメージ）

交流スペース（イメージ）交流スペース（イメージ）

シェアオフィス（イメージ）

階段等
で接続

旧第三別館

情報発信機能（魅力等）

バスベイ
待合所

※周辺部も含め
た活用を検討

※隣接地を含む
一体活用を検討

今後の進め方（想定）
広場などを暫定的に供用し、利用状況等を検証のうえ、その後の整備を検討
令和3年度 4～5年度 6年度以降

基本構想
設計・整備整地など 利用状況

等を検証

広場等を先行して整備するなど、段階的に整備

県警本部跡地県警本部跡地
周辺エリアの開発との連動にも留意し、
産学官等の連携によるオープンイノベーション
等を推進
※民間開発を基本に、周辺部も含めた活用を検討
●具体的機能

 「交流支援機能」
※コワーキングスペース、シェアオフィス、共同研
究スペース、交流サロン等を設置

 民間開発を基本に、企業向けオフィス等の整備など
を含め検討

情報発信機能（歴史等）
交流支援機能

広場（イメージ）広場（イメージ）

令和３年６月
県庁舎跡地活用室



長崎市エネルギー版産学官民連携
スタートアップ事業

令和3年8月20日
長崎市環境部環境政策課
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【資料2】



背景

〇パリ協定
「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保つとともに、
1.5℃に抑える努力を追究する」

〇IPCC1.5℃特別報告書
「気温上昇を2℃よりリスクの低い1.5℃に抑えるためには、2050年までに二酸化
炭素の実質排出量をゼロにすることが必要」

〇2020（令和2）年10月26日 首相所信表明
国内の温室効果ガス排出量を2050（令和32）年度までに実質ゼロとする
「カーボンニュートラル」を宣言

〇2021（令和3）年3月17日

「ゼロカーボンシティ長崎」を宣言

エネルギー版産学官民連携スタートアップ事業
2



2021年3月17日

「ゼロカーボンシティ長崎」を宣言。

サステナプラザ
ながさき
センター長

長与町長 長崎市長
長崎市地球温暖
化対策実行計画
協議会会長

時津町長
(株)ながさき

サステナエナジー
代表取締役

市民・事業者・行政が一丸となって更に実効性のある取組みを加速させる。

「ゼロカーボンシティ長崎」
～2050年二酸化炭素排出実質ゼロのまちを目指して～
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エネルギー版産学官民連携スタートアップ事業

○目的

再生可能エネルギーや電気自動車等の活用に向け、市内の産学官民

が連携するネットワークを構築し、市内事業者、環境団体等が連携して
行う環境と経済が好循環する新たな脱炭素化事業の創出を実現する。

災害につよいまち

多様なビジネスの創出

人にやさしく魅力ある
「交通・移動」システム

健康で自然とのつながりを感じる
「ライフスタイル」

自立分散型の
「エネルギー」システム

●太陽光発電及び蓄電池の導入
●電気自動車、プラグインハイブリッド車、蓄電池の導入 等

●海洋再生可能エネルギー産業への参入
●木質バイオマスの利活用
●水素エネルギー利活用（水素・燃料電池事業） 等

●電気自動車充電インフラの整備
●バス、タクシー等の電気自動車化 等

●再生可能エネルギーの利活用（太陽光発電、風力発電、小水
力発電、潮流発電等）等

●ネットゼロ・エネルギー・ハウス（ZEH）、
ネットゼロ・エネルギー・ビル（ZEB）等の普及拡大 等

（例）
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推進体制（プラットフォーム）

長崎市

主催・企画
連携・協力

「ゼロカーボンシティ長崎」の実現に貢献

産学官民が連携する基盤を構築

長崎サミット

具体的取組みを検討

(株)ながさき
サステナエナジー

市民

金融機関

事業者

環境団体

大学

スマートグリッド

エネルギーの地産地消

電力・ガス

ESG投資

熱（木質バイオマス等）

長崎市
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エネルギー版産学官民連携スタートアップ事業イメージ

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
貢
献

事業開始
●脱炭素化に関する課題や知見、
ノウハウ等を共有し、参加団
体間での共通認識を構築
➀を3回開催予定

●新たな国の動きについて共有
●事業を行うにあたってのスキーム
の検討

●新たな脱炭素化事業の創出に
向けたマッチングの場を提供
➀、②、③を各1回開催予定（計3回）

●R3年度に引き続き情報共有
●企業同士の連携拡大
⇒事業ごとにプラットフォーム構築

●新たな脱炭素化事業の創出
①、③、④を各1回開催（計3回）

具体的取組の検討 事業実施

行政機関 金融機関

需要家 事業者

支援制度をご案内
します

メニューを紹介
します

再エネを活用したい 条件に合う再エネ
を取り扱っていま

す

①セミナー（講演会）

産学官民連携した取組みの拡大

課題・ニーズの共有➡研究・共創のきっかけづくり

・再エネを活用
したい

・脱炭素化事業に
興味がある

支援策を検討します

行政機関

事業者 事業者

・需要があるなら
開発したい

・一緒に脱炭素事業
に挑戦したい

【事業イメージ】

・国際的な動向
・国内の動向
・長崎市の取組み
・企業の取組み
・その他
について、情報提供を
行い、参加企業間で共
通認識をもつ

②グループワーク ③意見交換会 ④マッチング

「ゼロカーボンシティ
長崎」を実現するため
に必要な設備（再エネ、
蓄エネ、省エネ等）や
スキーム等についてグ
ループワーク形式で話
し合いを行う

「②グループワーク」
で出た課題や意見をも
とに「お題」を決め、
実現可能性や事業化に
向けた推進体制などに
ついて「お題」関連企
業間で意見交換を実施

R3年度 R4年度 R5年度
情報の共有 事業（スキーム）検討 事業構築
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➀セミナー（案）

【目的】
「ゼロカーボンシティ長崎」の実現に向けた世界や国の動向、企業の先
進的な取組み等についての情報共有を行い参加者間で共通認識を持つこ
とで、脱炭素化に関する基礎知識の定着及び新たな脱炭素化事業を検討
するにあたっての基盤を整備する。

【具体的内容】
環境省や有識者、先進的な取組みを行っている企業に
セミナー形式で情報提供をしてもらう場を設ける。
（例）
●脱炭素化に関する国際的な動向
●脱炭素化に関する国内の動向
●企業の先進的取組み
●その他最新の動向

参考資料
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②グループワーク（案）

【目的】
「ゼロカーボンシティ長崎」の実現及び新たな脱炭素化事業の創出に向
けたスキームや再エネ等の普及促進に向けた課題等について参加者をラ
ンダムでグループ分けし、様々な視点から意見交換を実施。これにより、
各事業者における脱炭素化への課題や新たなビジネス等の発見につなが
ると共に、多種多様な発想による新事業のスキーム等の案を吸い上げる
ことが可能となる。
【具体的内容】
①「ゼロカーボンシティ長崎」を実現するにあたって必要となる取り
組みや課題等について事務局で整理を行い、グループワークのお題
として提示。

②事務局が提示したお題をもとに、課題の解決策や事業スキーム等に
ついてグループごとに話し合い、発表を行う。

③上記の中で特に実現可能性が高いものや重要度が高いものについて
「④意見交換会」の議題とする。

（例）
●脱炭素社会を実現するにあたってのハード面の整備
（再生可能エネルギーの設置拡大、電気自動車の導入
拡大、再エネ由来水素の活用等）

参考資料
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③意見交換会（案）

【目的】
「②グループワーク」で出た意見の中で、特に実現可能性が高いものや
重要度の高いものについて、関連する事業者や有識者を招集し、実際に
事業を行うにあたって必要となる整備等の具体的な内容について話し合
いを行い、新たな事業創出に向けたスキームを整理する。

【具体的内容】
関連事業者や有識者にパネルディスカッション形式で事業を行うにあ
たって解決しなければならない具体的課題や、必要な整備及び人材の確
保等について話合う。（お題は１回の意見交換会につき２項目程度）
観客（市内産学官民）からの意見聴取や質疑応答も実施。
（例）
●事業所等における再生可能エネルギー（太陽光発電設備等）
の設置件数を増加させるための課題と解決策

●市内で再エネ由来水素を利活用するために必要な整備
●木質バイオマス地域内循環利用を実現するために必要
となる整備及び人材確保の方法について 等

参考資料

9



④マッチング（案）

【目的】
「③意見交換会」で出た必要な整備や人材について、関連する企業等を
招集し、企業と企業を繋げるサポートを行う。
企業同士が繋がりを持つことで、他社の製品や所有している技術、ノウ
ハウ等を把握しやすくなり、「新たなビジネスパートナーを見つける」
という用途に限らず、脱炭素化に関係する事業（太陽光発電の設置等）
について「仕事を依頼したい企業」と「仕事を受注したい企業」がマッ
チングすることでゼロカーボンシティ長崎の実現に貢献する。
【具体的内容】
①関連する産学官民を招集
②企業（供給側）ごとにブースを設置し、参加企業（需要側）には自由
にブースを巡っていただき、需要と供給が合う企業同士でマッチング

③その後、企業同士で交渉や業務提携を重ねながら新たな脱炭素化事業
等の実現に向けた検討を行っていただく。

参考資料
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問い合わせ窓口

長崎市環境部環境政策課
脱炭素社会推進係

T E L 095-829-1156
F A X 095-829-1218
MAIL kankyo@city.nagasaki.lg.jp
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【資料 3-1】 
長崎都市経営戦略推進会議 
第 11 期事業報告（案） 

(令和 2 年 8 月 1 日～令和 3 年 7 月 31 日) 
 
１． 概要 

 長崎地域の経済衰退、人口減少に歯止めをかけようと、経済界の呼びかけで立ち上がった「長

崎サミットプロジェクト」は、産学官の関係者が共通のテーブルにつき、「連携と分担」を実現し

て地域経済活性化につながるよう活動してまいりました。このプロジェクトは、活動開始後１０

年目の２０２０年を一つの区切りとし、現在、新たな体制で活動を展開しております。 
 これまでの 10 年間で、地域経済を取り巻く環境は大きく変化してきており、また、長崎のまち

も、長崎駅周辺では新幹線の開業、出島メッセ長崎の開業、スタジアムシティプロジェクト等の

大規模なプロジェクトが目白押しであり、さらに松が枝埠頭の 2 バース化、県庁舎跡地の活用な

ど「100 年に一度の大変革」といわれる大きな動きが出てきております。このような中、長崎サミ

ットプロジェクトの推進に当たっては、組織や地域を超えた内外の連携を強化し、外部のリソー

スも積極的に取り入れる「オープンイノベーション」の手法も取り入れていくことを、昨年 11 月

開催の第 22 回長崎サミットにおいて確認しました。一方で、昨年から、新型コロナウイルス感染

症の拡大などにより、地域経済は甚大な打撃を受けており、また、生活様式も大きな変化を余儀

なくされ、これからは、ポストコロナを見据え「新常態」への対応も求められております。長崎

サミットプロジェクトの推進においても、これらの変化をとらえ、産学官の関係機関が情報を共

有しながら、強い連携のもと課題の解決に当たっていかなければなりません。 
   このような活動を展開していく長崎都市経営戦略推進会議に対し、資金面等で支援を行う、一

般社団法人長崎都市経営戦略支援協会につきましては、コロナ禍で大変厳しい経済状況の中、会

員の皆様のご協力により、令和 3 年 7 月末現在で、会員数 163、会費総計 33,200 千円をとなって

おります。この中から、長崎サミット関連プロジェクト等へ 5 件、12,700 千円の資金支援（長崎

都市経営サポート資金）等を行うことができました。 
 
２．第 11 期の活動状況 
 

（1）主な推進状況等  
【全体的な項目】                                         

〇2022 年秋の開業を控えた西九州新幹線について、開業の機運醸成、受入体制の整備、「全線フ

ル規格化」に向けた取り組み 
〇まちづくりの推進 
 ・新幹線開業、交通網整備、スタジアムシティプロジェクト、出島メッセ長崎、県庁舎跡地、

松が枝埠頭２バース化 等 
〇ＭＩＣＥ関連事業の推進 
 ・出島メッセ長崎の 2021 年 11 月開業に向けた市民への啓発、気運の醸成、施設の活用の促 
  進 

・ＭＩＣＥ誘致、地元事業者の関連事業への進出促進等に係る活動の推進 
〇ＢＳＬ-4 施設建設 
〇長崎海洋産業クラスター形成推進協議会における各種事業等の活動進展 
 ・潮流発電設備の設置、発電開始 
 ・「長崎海洋アカデミー」による海洋エネルギー開発の専門人材育成 

・「洋上風車アクセス船の低動揺・低コスト化技術の開発と応用展開」（長崎県、支援協会助
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成）等 
〇（一社）長崎都市経営戦略支援協会の長崎サミットプロジェクト関連事業に対する資金支援

（長崎都市経営戦略サポート資金） 
 

（2）長崎サミットプロジェクトの主な分野における動き  
 

  関連する産業分野に「横串」を通すことに留意しながら活動 
 
 □基幹製造業等に係る動き                                     

   〇基幹製造業の受注環境の大きな変化、関連企業の再編等 
〇ながさき海洋・環境産業拠点特区を活用した取り組みを継続 

 
□観光に係る動き                                         

〇コロナ禍による観光関連産業の打撃 
〇ＤＭＯ体制整備 
〇アダプトプログラムの継続実施 

 
□水産に係る動き                                                                                

〇かんぼこ販促活動等の実施 
・ながさき実り・恵みの感謝祭 
・長崎かんぼこ王国 稲佐山における長崎おでん販売 
・「ＳＮＳ情報発信強化支援」（長崎商工会議所） 
・愛情弁当コンテスト 都道府県予選（長崎かんぼこ王国賞） 

〇長崎の水産物を素材とした新商品を開発し販売の促進、ブランド力の強化 
 ・「ながさき海のオーケストラ」商品開発、販売、プロモーションの実証事業 

 
□大学に係る動き                                                                                

〇長崎留学生支援センターの活動 
 ・同センターの一般社団法人化による組織・体制強化 

・就職支援 留学生人財活用セミナー、ビジネス日本語講座 
・生活支援 アルバイトガイダンス、住環境関係情報交換、物資提供 
・募集・広報支援 海外学生への県内大学紹介、日本語学校学生への県内大学紹介、留学ガイ 

ドブック配布 
・研修 入管との意見交換会 

〇若者の地元定着に向けた関係機関の協力による取組 
・長崎大学  キャリア教育、学生と企業との交流会 

     ・長崎県    N なび、県内就職応援誌、動画発信、N ぴか企業、長崎県産業人材育成奨学金 
返済アシスト事業、就活イベント 等 

        ・長崎市   動画・情報誌による企業紹介（きらりカンパニー、NAGASAKI WORK STYLE）、 
           企業向け採用力アップセミナー、県外大学生へのＰＲ、保護者のための就職 

セミナー 等 
    ・産学官連携 NAGASAKI しごとみらい博 2020 をオンラインで開催 

(参加学生 715 名、参加企業 72) 
・その他   就職情報誌（ＮＲ） 等 
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（3）推進活動の状況等  

  ①長崎サミット                                     
   令和２年１１月４日  第２２回長崎サミット 

議題： ○今後の長崎サミットプロジェクトへの取組について 
     ・「オープンイノベーション宣言」について 他 
    ○新型コロナウイルス感染症への対応について 
     ・安全安心に係る取組等について 
     ・「新しい日常」における経済振興策について 
    ○地域振興・経済活性化について     

  
 ②長崎都市経営戦略推進会議                               

   Ｒ2.9.25     第 1 回長崎都市経営戦略推進会議 
   Ｒ2.10.19    第 2 回長崎都市経営戦略推進会議 
      Ｒ2.11.26    第 3 回長崎都市経営戦略推進会議 
   Ｒ2.12.25    第 4 回長崎都市経営戦略推進会議 
   Ｒ3.2.10    第 5 回長崎都市経営戦略推進会議 
   Ｒ3.4.14    第 6 回長崎都市経営戦略推進会議 
    Ｒ3.4.26     第 7 回長崎都市経営戦略推進会議 
   Ｒ3.5.18    第 8 回長崎都市経営戦略推進会議 
   Ｒ3.7.5     第 9 回長崎都市経営戦略推進会議 
 
  ③コアミーティング                                   
   情報交換等のために随時開催 
 

④NAIGAICREW 定例（Web 会議）                            
   ・毎週金曜日 
 
  ⑤ワーキングチーム活動                                 
  ＜おもてなしの飛躍的向上＞ 

・アダプトプログラム（Ｒ3.4.9、5.14、6.2、7.12） 
 

＜長崎夜景プロモーション実行委員会＞ 
・委員会（R2.12.1、R3.3.22、6.15） 

 
  ＜長崎かんぼこ王国推進委員会＞ 

・長崎かんぼこ王国推進委員会（R2.9.17、10.22、11.19） 
 ・長崎かんぼこ王国推進委員会総会（書面表決 R2.6） 

・関係の事業者訪問（R3.3.12） 
   ○かんぼこ販促活動 

・ながさき実り・恵みの感謝祭（R2.11.20～11.22） 
・長崎かんぼこ王国 稲佐山長崎おでん販売（R2.11.21） 
・「ＳＮＳ情報発信強化支援」（長崎商工会議所）（R2.11.27） 
・愛情弁当コンテスト 都道府県予選（長崎かんぼこ王国賞）（R3.1.31～） 



4 

 
 
＜魚の美味しいまち長崎 WT＞ 
 ・座長ミーティング（R2.9.17） 

・㈱JTB 長崎支店 担当課長との打合せ（R3.4.9、4.27、6.23、6.29、7.1、7.7） 
 

＜養殖漁業振興対策 WT＞ 
・座長ミーティング（R2.12.22、R3.3.11） 

 
  ＜養殖漁業振興対策＆魚の美味しいまち長崎 合同ワーキング＞ 

・座長ミーティング（R2.8.31） 
・ワーキング（R2.10.9、R3.7.2） 

 
＜留学生受入体制の充実＞ 

〇長崎留学生支援センターによる活動 
・長崎留学生支援コンソーシアム総会（Web）（R3.3.26） 

    ・外国人材活用セミナー（Web）（R3.7.16） 
  
  ＜産学官連携＞ 

・若年者地域連携事業協議会（R2.12.9） 
・日本青少年育成協会 打合せ（R2.9.10） 
○NAGASAKI しごとみらい博関係 

・実行委員会（R2.8.7、9.11、10.8、11.6、R3.1.12、4.27、6.16） 
・出展動画説明会（長崎 R2.9.14～9.17） 

 ・採用力 UP セミナー 「オンライン採用スタートアップ」（R2.10.9、10.16） 
・PR 活動（R2.11.19） 
・NAGASAKI しごとみらい博 オンライン開催（R2.12.5～12.6） 
・ジョブネットワークセンター 柿森様、飯田様打合せ（R2.5.12） 

     
  ⑥長崎都市経営戦略サポート資金（別紙 2 参照） 
    支援先 5 先 
    総 額 12,700 千円 

 
※参考  

〇(一社)長崎都市経営戦略支援協会の活動 
Ｒ2.8.21  第 4 期 第 1 回理事会（書面） 
Ｒ2.9.29  第 4 期 定時社員総会 
Ｒ3.7.29    第 4 期  第 2 回理事会 

     〇会員、会費 
        Ｒ3.7.31 現在 会員数：163 先  会費：33,200 千円 
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(参考)会議等への事務局の参加 

 会 議 等 

MICE ・MICE 事業者ネットワーク幹事会（R2.8.24、12.10、R3.1.21、3.22、5.24、7.28） 

・MICE 事業者ネットワーク総会（R2.9.15） 

・MICE 事業者ネットワーク勉強会（R2.12.4） 

・MICE 誘致推進協議会通常総会（R2.9.24） 

・長崎 MICE スクール（R2.8.28、9.25、11.13、R3.1.15、3.12、7.9） 

・観光庁 MICE セミナー（R2.11.30） 

・MICE こけら落しイベント打合せ（R2.8.19、R3.3.31） 

・「出島メッセ長崎」開業 1 年前イベント（R2.10.10、10.11） 

・PCO 面談会（R3.1.26） 

・PCO 合同懇談会（R3.3.30） 

・MICE 拡大企画会議（R3.2.25、4.23、6.25） 

・MICE 誘致打合せ（R3.7.5） 

 

DMO ・DMO 推進本部長との打ち合わせ（R2.9.9、R3.1.25、6.16） 

・「3 密回避|観光×デジタル」セミナー（R2.10.6） 

・「CITYWALK」体験説明会（AI を活用した次世代型スマート音声案内）（R3.2.17） 

・観光セミナー（Web）（R3.7.14） 

 

ながさき海洋・環境産業

拠点特区 

・県新産業創造課打合せ（R2.8.12、R3.6.10） 

・特区地域協議会（長崎県新産業創造課）（R3.2.4） 

 

ながさき女性活躍推進

等 

・ながさき女性活躍推進会議企画委員会（R3.3.16） 

 

ベンチャービジネス 

オープンイノベーショ

ン等 

・長崎学生ビジネスプランコンテスト 2020（R2.9.19） 

・長崎オープンイノベーション拠点キックオフ WEB シンポジウム（R2.10.5） 

・日経ビジネスイノベーションフォーラム（R2.10.27） 

・長崎県・長崎市・十八親和銀行地域振興部（若手打合せ）（R2.11.12） 

・オープンイノベーション関連打合せ（R2.11.20） 

・長崎大学アントレプレナーシップセンター訪問（R2.12.14） 

・NAGASAKI 起業家大学オープンセミナー（Web）（R3.1.9） 

・十八親和銀行地域振興部 長尾副部長（打合せ）（R3.4.15、5.31） 

・クラウドファンディングについて（Web セミナー）（R3.4.28） 

・雲仙大学オンラインシンポジウム（現地参加）（R3.6.10） 

・マインドセットセミナーについて JC 野田理事長（面談）（R3.6.14） 

・マインドセットセミナーについて 長崎商工会議所（訪問）（R3.6.15） 

・マインドセットセミナー開催（リアル＆Web）（R3.7.21） 

・長崎大学経済学部 西村教授訪問（R3.6.23） 

・長崎総合科学大学 藤原センター長訪問（R3.6.30） 

・長崎総合科学大学 オープンイノベーションセンター室長打合せ（R3.7.14） 

・AGORA ビジネス＆クリエイターズオーディション in DEJIMA に参加（R3.7.5） 
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・NIB 溝口氏、メトロ書店 川崎氏、と会議（R3.7.13） 

・長崎検番ミーティング（Web）（R3.7.26、7.29） 

・九州イノベーション創出戦略会議（KICC）特別講演会（Web）（R3.7.27） 

 

クラウドファンディン

グ関連 

・ROUTE 訪問 （R3.6.16、7.29） 

・ROUTE 取材同席（R3.6.24、7.14、7.17） 

・ROUTE と iBank マーケティングとの打合せ（R3.6.25） 

・野母崎ウォーク面談（R3.6.21） 

・ROUTE、スタジオライズ、地域振興部 長尾副部長と打合せ（R3.7.5、7.12） 

 

説明会・講演会・セミナ

ー等 

・佐世保未来フォーラムとの打ち合わせ（R2.12.3） 

・佐世保未来フォーラム（Web）（R3.3.25） 

・長崎県物産ブランド推進課 打合せ（R2.8.6、10.5、R3.3.8、4.5） 

・長崎県新幹線対策課訪問（8.6） 

・九州新幹線西九州ルート建設に関する講演会（R2.9.23） 

・長崎市総合戦略審議会（R2.8.7、8.27、8.31、9.18、9.28） 

・長崎市交流の産業化リーディング事業費補助金交付選定審査会（R2.8.22） 

・長崎県 IR 推進課 訪問（R2.8.7、11.4） 

・九州・長崎 IR セミナー（Web）（R2.12.23、6.4） 

・県庁舎跡地活用室 室長 訪問（R2.8.7、R3.3.9、6.18） 

・team NAGASAKI SAFETY 記者発表（R2.8.25） 

・長崎市環境政策課長との打ち合わせ（R2.12.7、R3.2.3、7.27） 

・長崎県次世代情報化推進室 訪問（R2.12.16） 

・ながさき県 Society5.0 セミナー（Web）（R2.12.21） 

・スマートシティフォーラム（Web）（R3.1.19） 

・長崎県総合計画説明会（Web）（R3.1.28） 

・九州経済白書説明会（Web）（R3.2.12） 

・DX セミナー（Web）（R3.2.25、2.26） 
 ～2021 年、長崎県の中小企業が「デジタル・トランスフォーメーション」を起こす！～ 

・「アフターコロナ.ニューノーマルにおける『新しい DXマーケット』を探索する」（Web）（R3.3.5） 

・長崎県広報課長 訪問（R3.3.22） 

・リージョナルクリエイション長崎 折目部長訪問（R3.4.9） 

・長崎海洋産業クラスター形成推進協議会 訪問（R3.4.16） 

・新型コロナウイルスワクチン接種説明会（R3.5.19） 

・長崎県ワクチンチーム訪問（R3.5.24） 

・長崎大学市民公開講座（R3.5.22） 

・長崎県経営者協会記念講演会（R3.7.2） 

 

 



長崎都市経営戦略推進会議　第11期【決算】（案） 【資料3-2】
（自令和2年8月1日　至令和3年年7月31日）

【貸借対照表】
（令和3年年7月31日現在）

（単位：円）

科　目 金　額 科　目 金　額

（資産の部） （負債の部）

流動資産 流動負債

現金及び預金 固定負債

固定資産

負債計

（正味財産の部）

一般正味財産

正味財産計

資産合計 負債・正味財産合計

【収支計算書】
（自令和2年8月1日　至令和3年7月31日）

（単位：円）

1 1 事業活動収支の部

2 （1）事業活動収入

3 受取助成金収入

4 雑収益収入

5 受取利息

6 事業活動収入計

7 （2）事業活動支出

8 事業費支出

9

10 ＷＴ・事務局他

11 長崎都市経営戦略サポート資金

12

13

14 事業費支出計

15 管理費支出

16 業務委託費

17

18

19

20

21 管理費支出計

22 事業活動支出計

23 事業活動収支差額

24 当期収支差額

25 前期繰越収支差額

26 次期繰越収支差額

18,237,662

科　　目
第11期 第11期 差額

予算額① 決算額② ②-①

175 175

32,500,000 32,946,596 446,596

32,500,000 32,946,771 446,771

会議費 1,000,000 982,994 △ 17,006

広報費 4,800,000 4,218,500 △ 581,500

印刷費 700,000 248,050 △ 451,950

活動費
4,000,000 3,935,000 △ 65,000

14,300,000 12,700,000 △ 1,600,000

9,253,000 9,253,000 0

通信費 200,000 128,263 △ 71,737

24,800,000 22,084,544 △ 2,715,456

△ 397,939

雑費 300,000 239,238 △ 60,762

旅費 200,000 0 △ 200,000

交通費 200,000 134,560 △ 65,440

18,237,662

18,237,662

18,237,662

18,237,662

17,130,496 17,130,496 0

14,677,496 18,237,662 3,560,166

△ 2,453,000 3,560,1661,107,166

31,839,605

△ 2,453,000 1,107,166 3,560,166

34,953,000 △ 3,113,395

10,153,000 9,755,061



【事業活動収入明細】 （単位：円）

【事業活動支出明細】

（別掲) （単位：円）

郵便料・宅急便22千円、インターネット利用料81千円、
電話料金（電報代含む）25千円

タクシー70千円、、Nﾀｽ（ﾁｬｰｼﾞ）40千円､
nimoca（ﾁｬｰｼﾞ）25千円

事務用品83千円（除菌グッズ含）、封筒等19千円、訂正印3千円、Web
カメラ3台8千円、ネットバンキング利用料・振込手数料・印紙代他29千
円、名刺14千円、来客用お茶等20千円、アプリ購入・年間利用料62千
円

9,253,000

128,263

0

134,560

239,238

ＭＩＣＥｽｸｰﾙ5千円、ながさき海のｵｰｹｽﾄﾗ3,600千円、ｸﾗｳﾄﾞﾌｧﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ
用撮影原稿等330千円

TV「pinto」ｺｰﾅｰ企画代2,420千円、HP年間保守料（NBCis）132千円、
HP構築及び動画作成1,397千円、HP年間保守料（TLS第12期分）270千
円

複合機150千円、外部印刷98千円

・長崎都市経営戦略推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに係る企画、立案及び実施への支援
業務並びに諸事務処理業務の委託費（事務局職員の人件費を含む）
委託先：㈱長崎経済研究所
・R2.9.14 委託費　1,542千円
・R3.2.4  委託費　4,627千円
・R3.7.6　委託費　3,084千円

会議費

印刷費

広報費

12,700,000

受取助成金

合　　計　　 12,700,000

・(一社)長崎都市経営戦略支援協会からの助成金
　　2020/12/10 ：26,000,000円、2021/7/9 ：6,946,596円

サミット1回276千円、推進会議・WT8回121千円、お茶15千円
Web会議システム一式：129千円、消毒用品：2千円、ﾏｲﾝﾄﾞｾｯﾄｾﾐﾅｰ
費：440千円

別掲

32,946,596

982,994

3,935,000

長崎留学生支援センター(長崎大学)

活動費

交通費

雑費

旅費

通信費

業務委託費

700,000

6,700,000

800,000

2,000,000

洋上風車アクセス船の低動揺・低コスト化技術の開発と応用展
開

水上飛行ロボット（ドローン）による浚渫管理システムの構築

官民連携したオール長崎の体制によるＭＩＣＥ誘致・受入強化

「長崎留学生支援センター」が実施する留学生支援等

「ＮＡＧＡＳＡＫＩしごとみらい博２０２０」開催

金　額

2,500,000

内　　　容対　　象　　先

長崎海洋産業クラスター形成推進協議会

長崎大学

長崎ＭＩＣＥ誘致推進協議会

NAGASAKIしごとみらい博実行委員会

4,218,500

248,050

事
　
業
　
費

管
　
理
　
費

長崎都市経営戦略
サポート資金

ＷＴ・事務局他



（単位：円）

負担内訳 金額
長崎海洋産業クラスター形成 □洋上風車アクセス船の低動揺・低コスト化技術の開発 サポート資金 2,500,000 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ配置・活動費 1,395,400
推進協議会 　と応用展開 長崎県補助金 2,669,000 委託・外注費 3,640,989

　　○洋上風力商品化に向けたメンテナンス作業や風車建設時 自己資金 198,287 産業財産権導入費 322,000
　　　に不可欠なアクセス船の効率化・安全性向上につながる その他経費 8,898
　　　船型技術の開発
　　　・県内企業で船型計画が可能な設計
　　　・推進性能・波動中動揺性能までを含めた船型最適化の
　　　　検討手法整備
　　　・動揺低減技術のアクセス船への適用技術の開発
　　　・動揺低減技術のブイ開発への適用

計 5,367,287 計 5,367,287
長崎大学 □水上ドローンによる浚渫管理システム サポート資金 700,000 機材・部材購入 400,000

　　・長崎の造船所や船着き場のために、水上ドローンとソナー 自己資金 100,000 消耗品購入 300,000
　　　によ水深測定を行い、土砂の堆積具合を解析し、安全に 出張旅費 100,000
　　　船が接岸可能となるようなシステムを構築
　　・海底まで深さを測定可能な水上ドローンを開発し、土砂の
　　　堆積具合を示す３Dデータをモデルを構築
　　・一定期間ごとの測定したデータの蓄積により、浚渫の必要
　　　性に関する判断を可能にし、県内の造船所における実証
　　　実験を実施 計 800,000 計 800,000

長崎MICE誘致推進協議会 □官民連携したオール長崎の体制によるMICE誘致・受入強化 サポート資金 6,700,000 会議等開催費 468,730
　○民間によるコンベンション誘致支援 研修・商談会 539,000 有識者・専門人材による研修 1,158,720
　　・有識者専門人材による研修 参加料 MICE誘致ツール作成 180,050
　　・PCOによるビジネスマッチング商談会 MICE支援メニューカタログ作成 1,430,950
　　・MICEブランド構築に沿った誘致ツール作成 MICEスクール共催負担金 1,000,550
　　・MICE支援サービスカタログ作成 開業1年前イベント開催費負担 3,000,000
　○地元受注拡大に向けた受入環境整備
　　・MICEスクール共催費負担金
　　・開業1年前イベント開催費

計 7,239,000 計 7,239,000
ジョブネットワークセンター □ＮＡＧＡＳＡＫＩしごとみらい博2020の開催 サポート資金 800,000 システム管理費 2,781,019

　○就活前の学生に地元就職への興味・関心をもってもらうため 自己資金 810,001 WEB広告費 333,000
　　に実施 長崎労働局 799,999 ポスター制作・印刷費 102,540
　　・出展募集説明会、企業向け採用力アップセミナー、特設サ 出展料 1,440,000 学生活動支援費 9,000
　　　イト構築、特設サイト上で企業PR動画公開（参加企業72社） 長崎県 110,000 スタッフ交通費 180,000
　　　Zoomによる県内企業と学生のリアルタイム交流、広報活動 セミナー講師料 220,000
　　　（学生実行委員会にのるSNS発信、PRアニメ制作・発信、 会場代・LAN接続費 211,025
　　　　ポスター・チラシ等） 備品・その他 123,416
　・参加者数　企業72社、学生等参加者延べ1,028名

計 3,960,000 計 3,960,000

事業主体 事業概要 金額
事業予算

第４期長崎都市経営サポート資金実績まとめ

資金使途内訳

【資料3-3】



（単位：円）

負担内訳 金額
事業主体 事業概要 金額

事業予算
資金使途内訳

長崎留学生支援センター ○長崎留学生支援センター活動費 サポート資金 2,000,000 重点事業 1,750,000
　・生活支援 大学 5,000,000 一般事業 1,200,000
　　留学生の住居確保、地域共生を視野に入れた環境づくり 県・市 5,000,000 印刷・交通・通信費 555,000
　　アルバイト支援（求人情報収集・提供、相談対応） 助成金 400,000 会議費・消耗品・備品・人件費 8,895,000
　　冠奨学金設置に向けた準備
　・就職支援
　　留学生人材活用セミナー、留学生・企業交流会、ビジネス
　　日本語講座
　・交流事業
　　長崎平和大学
　・情報発信
　　日本語学校の留学生向け説明会・ガイドブック配布
　　ホームページ・SNS、中国・ベトナム現地サイトへの情報発
　　信等の広報
　・研修
　　留学生ビザ・就労ビザ等、在留資格等に係る情報共有
　　感染症関係
　　信等の広報 計 12,400,000 計 12,400,000

サポート資金総計 12,700,000
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【資料 4-1】 
長崎都市経営戦略推進会議 

第 12 期 事業計画（案） 

【令和 3年 8月 1日～令和 4年 7月 31 日】 

 

１．活動方針 

令和 4年秋に開業予定の西九州新幹線、令和3年 11月開業の交流拠点施設「出島メッセ

長崎」、令和 6 年完成予定の長崎スタジアムシティプロジェクト等長崎のまちは、「100

年に一度」と言われる大きな変革の中にある。また、昨年から続く新型コロナウイルス

感染症の拡大は、地域の経済に甚大な打撃を与えている中で、長崎サミットプロジェク

トは、まちの変革やポストコロナの「新常態」への対応も見据えながら活動を展開して

いく。活動を行うに当たって、昨年 11 月の第 22 回長崎サミットにおいて確認した「オ

ープンイノベーション」の手法も取り入れていくこととしている。 

さらに 10 年余り間の活動の基盤としてきた産学官連携のステージを維持・強化してい

く。 

 

２．長崎サミット 

原則年２回程度長崎サミットを開催。産学官のトップが一堂に会し、地域経済活性化に

係る施策の方向性について確認・示唆を行う。 

 

３．長崎経営戦略推進会議 

  長崎サミットにおいて示された地域経済活性化に係る施策の方向性をもとに、その具体

化に向けた活動を行うために、情報共有を行い、推進体制、支援策等について検討・実

施する。 

 

４．プロジェクトチーム等の活動 

  地域経済活性化、地域課題解決等に係るプロジェクトチーム等の活動に対し、必要な支

援等を行う。 

 

５．主要施策等に係る活動の方向性 

 

【運営体制の強化】 

〇長崎サミットプロジェクトへの資金支援を目的に設立された「長崎都市経営戦略支援協 

会」からの助成金を有効に活用しながら、活動を強化するとともに、関連のプロジェク 

トに対する助成金交付等による支援を行う。 

〇発信力の強化 

 ・新聞、テレビを中心に、情報媒体を有効に活用するとともに、ホームページの改良、 

その他、多様な媒体の活用による、長崎サミットやプロジェクト等に関する情報を積 

極的に発信していく。 
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 ○「オープンイノベーション」の手法を取り入れた活動の展開 

  ・プロジェクト等の活動をチームにより支援する。併せて、情報発信を行うことによ 

り、「オープンイノベーション」の手法の導入の促進を図る。 

 ○産学官連携のプラットフォームの構築 

 

【新幹線】 

〇令和 4年秋の開業を控え、機運の醸成、受入体制の強化、開業効果が広く及ぶようにア 

クションプラン等に基づき必要な活動を展開。また、全線フル規格による整備の実現に 

向け、必要な活動を展開 

 

【ＭＩＣＥ関連事業の推進】 

〇ＭＩＣＥ施設等の開業（令和 3年 11 月）に向けて必要な活動を展開 

・誘致に係る関係者間の情報共有を図り、産学官が積極的に誘致に関わっていく。 

  ・ＭＩＣＥ施設の活用の可能性を広げ、様々な波及効果をもたらすために、市民の参加 

の促進、ビジネス機会の創出等に取り組む 

  ・ＭＩＣＥ開催に伴う業務に対し、地元の関連事業者が参画できる体制を強化 

 

【海洋再生エネルギー分野への進出支援】 

〇海洋再生エネルギー関連の情報共有を行いながら、長崎海洋産業クラスター形成推進協 

議会の活動を通して、地元事業者の参入、人材の育成等に係る活動について情報発信を 

行うとともに、活動を支援する。 

 〇「ながさき海洋・環境産業拠点特区」の制度の活用促進 

 

【おもてなしの充実・推進】 

〇新幹線開業を控え、リピーターの確保のためにも、おもてなしの取組を強化する。 

・ワンランク上のおもてなしの実現のため、おもてなしを意識し続けるための「おもて 

なしワッペン」の着用促進 等 

 

【夜景観光の推進】 

〇夜景を観光資源としてさらに磨き上げを行う。 

・「夜景プロモーション実行委員会」を中心とした推進体制強化 

・長崎市「環長崎港夜間景観向上基本計画」（H29.5 策定）の具体化による夜間景観の 

向上 

 

【水産練り製品の販路拡大】 

〇新幹線の開業等は、「長崎かんぼこ」の域外での知名度向上・消費拡大の好機でること 

から、長崎かんぼこのブランド力強化、高付加価値化を図るため、外部の知見を入れ、 

各種支援策を活用しながら市場分析から商品開発、プロモーション等に取り組む 

 

【長崎の魚のブランド化、観光コンテンツの造成】 

〇ＷＴにおいて実証的に商品開発・販売を行った「ながさき海のオーケストラ」につい 

て、提供店の拡大、プロモーションの強化等に取り組み、消費拡大、ブランド力の強化 

を図る。 
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【養殖漁業振興対策】 

〇「次世代養殖戦略会議」（長崎大学海洋未来イノベーション機構）の「インテリジェン 

  ト養殖」等の研究・開発、ブリ、トラフグ等の養殖基盤づくりへの取組と連携したプロ 

ジェクトチームの組成・活動等について検討する。 

 

【留学生支援】 

〇長崎留学生支援センターの活動に対する支援 

・留学生の地元企業への就職促進等に係る活動、留学生の生活支援等への積極的な参画 

 

【卒業生の地元定着】 

〇学生が県内企業を知るきっかけづくり、県内企業をさらに知るための企業へのアクセス 

 等の機会の拡大、企業における就業体験等を産学官が連携し、体系的に実施 

・関係機関の情報共有の促進 

・関連事業の実施に当たっての連携の強化 

 



【資料4-2】
長崎都市経営戦略推進会議　第12期

【収支予算（案）】

（自令和3年8月1日　至令和4年7月31日）

1 1 事業活動収支の部

2 （1）事業活動収入

3 受取助成金収入

4 雑収益収入

5 受取利息

6 事業活動収入計

7 （2）事業活動支出

8 事業費支出

9

10 PT・事務局他

11 長崎都市経営戦略サポート資金

12

13

14 事業費支出計

15 管理費支出

16 業務委託費

17

18

19

20

21 管理費支出計

22 事業活動支出計

23 事業活動収支差額

24 当期収支差額

25 前期繰越収支差額

26 次期繰越収支差額

【事業活動収入明細】 (単位：千円）

【事業活動支出明細】 (単位：千円）

会議費 長崎サミット、長崎都市経営戦略等の開催経費

ＰＴに係る活動費、各種参加費等

印刷費 各種会議資料等の印刷費（複合機カウント料、外注印刷費）

通信費 インターネット利用料、電話料、郵便料

旅費 事務局出張旅費

交通費 事務局交通費(タクシー、バス、路面電車、JR)

雑費 来客用お茶代、事務用品等

10,153,000 9,755,061 397,939

31,839,605

△ 2,453,000 1,107,166 △ 3,560,166

34,953,000 1,213,395

15,784,662 18,237,662 △ 2,453,000

△ 2,453,000 △ 3,560,1661,107,166

18,237,662 17,130,496 0

32,500,000 32,946,596 △ 446,596

175 △ 175

9,253,000 9,253,000 0

24,800,000 22,084,544 815,456

4,000,000 3,935,000 65,000

13,000,000 12,700,000

雑費 300,000 239,238

旅費 200,000 0

交通費 200,000

60,762

200,000

134,560 65,440

通信費 200,000 128,263

381,500

51,950

広報費 4,600,000 4,218,500

印刷費 300,000 248,050

71,737

活動費

17,006会議費 982,9941,000,000

32,500,000 32,946,771 △ 446,771

300,000

科　　目
第12期 第11期 対比
予算（A） 実績（B） （A）-（B）

(一社)長崎都市経営戦略支援協会からの助成金　

長崎サミットプロジェクト関連事業への助成

サミットプロジェクト新聞広告1,500千円、
テレビ広報費2,600千円、ＨＰ運営費400千円、
広報活動費100千円

長崎都市経営戦略推進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに係る企画、立案及
び実施への支援業務並びに諸事務処理業務の委託
（事務局職員の人件費を含む）
委託先：㈱長崎経済研究所

管
　
理
　
費

業務委託費 9,253

200

200
200
300

広報費

長崎都市経営戦略サポート資金 13,000

4,600

300

事
　
業
　
費

活動費
ＰＴ・事務局他

1,000

4,000

受取助成金収入 32,500
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【資料５】 

第 23 回長崎サミット開催要領（案） 

 

開催日時 令和 3年 11 月 4 日（木） 9：30～12：30（記者会見を含む） 

 

開催場所 出島メッセ長崎２階コンベンションホール 

 

内容 

 

１．テーマ 

  「100 年に一度のまちの変革による産業活性化の実現に向けて」 

 

２．トップ発言における視点 

  ① 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種の進捗状況等に鑑み、長崎の地域経 

済活性化に向けた本格的な活動を展開（するメッセージを発する） 

・ コロナ禍による「新常態」への対応等地域経済振興に係る新たな取組 

  ② 駅周辺開発（出島メッセ長崎を含む）、スタジアムシティプロジェクト等を多様な 

手法、多様な人材の参画等により、産業活性化につなげるために、各機関が担う役割、 

関係機関相互の連携について具体的に発言 

 連携のための仕組みづくり等についても併せて発言 

  ③ 前回、第 22 回長崎サミットにおけるテーマである、「オープンイノベーションに 

よるサミットプロジェクトの取組」、「ポストコロナも見据えた取組」、「新幹線開業、 

出島メッセ長崎開業、長崎開港 450 周年等を経済振興・経済活性化につなげる」に関 

する発言内容のフォローを行いながら、さらに課題解決等への具体的な取組について

発言 

・ 前回の発言に係る取組（フォロー）が今回のテーマに対する対応につながるもの 

については、現状における取組状況、課題等について発言いただき、さらに今回の 

テーマに関してどのように取り組んでいくのかについて発言 

（前回サミットにおける、「テーマに関する議論を踏まえて、取組の具体化を図る 

とともに、次回以降の長崎サミットの運営に反映」との総括（副議長）） 

  

３．発言項目・概要（例） 

 上記２を踏まえ、下記のとおり例示 

  下記に関わらず、新たな取組等があれば発言いただく 

 【商工会議所】 

  ○ 若手経営者のプロジェクトへの参画促進への取組・課題 

    新幹線開業効果を最大化し、産業振興につなげるための取組 
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   ・ 特に若手経営者の参画による取組を促進するための青年部等への働きかけ 

  ○ まちの変革を産業活性化につなげるためのイノベーション拠点づくり 

   ・ 産学官連携による拠点づくり 

   ・ 県有地活用等行政の積極的サポート必要 

  ○ スタジアムシティプロジェクトに係る自治体、企業との連携強化 

    関係者の積極的なサポート 

   ・ サポート体制、サポートの内容 等 

  ○ 開港 450 周年、出島メッセ長崎開業、新幹線開業を合わせて（関連させて）全国に 

効果的にアピール 

  ○ 新幹線開業の経済効果を広く波及させるための地元事業者の体制整備、「おもてな 

し」の取組強化 等 

 【同友会】 

  ○ オープンイノベーションの手法を打ち出すことによりまちの変革を産業活性化に 

つなげるための情報発信、関係者間の情報共有、会員企業の関連プロジェクトへの参 

画促進 

  ○ プロジェクトの推進体制の強化 

 【経営者協会】 

  ○ 地域における経営環境の変化に対応した産業活性化への取組 

 【青年会議所】 

  ○ 新幹線開業に向けた受け入れ態勢、機運醸成等への取組 

  ○ スタジアムシティプロジェクトへの協力 等  

 【県】 

  ○ 長崎オープンイノベーション拠点の取組の成果・課題 

  〇 まちの変革による産業活性化に向けて新たな展開 

  ○ Society5.0、DX の推進 

   ・ 現状・課題 

   ・ まちの変革による産業活性化にどのように活かしていくのか。そのためのプラッ 

    トフォームとしての役割 

  ○ 県庁舎跡地の活用 

  ○ 新幹線開業効果拡大のため、民主導の活動展開、若手人材活用、レガシーをつくる 

取組 

 【市】 

  ○ 産学官金連携協定の成果・課題  

    まちの変革による産業活性化に向けての今後の取組 

  ○ まちの変革による産業活性化に多様な人材を参画させるために取り組んでいくこ 

   と（まちをあげての取組とするには） 
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  ○ まちの変革、変革を産業活性化につなげる動きの発信等 

  ○ 出島メッセ長崎を産業活性化推進にどう活用していくのか 

   ・ 経済界、大学の活用促進のための取組 

  ○ スタートアップ創出への取組 

   ・ エコシステム構築 等 

 【大学】 

  ○ 大学の人材、研究シーズの活用、産学官連携強化による産業活性化の推進 

○ オープンイノベーションエコシステム構築に向けた今後の取組（産学官の連携体制、 

大学の役割） 

○ 「コロナウイルス感染症政策提言」内容の実施状況・効果、産業活性化への貢献 


