
 

 第３回 長崎都市経営戦略推進会議  
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＜今後のスケジュール＞ 

 第 4 回推進会議    令和 2 年 12 月 25 日(金) 

 第 23 回長崎サミット 令和 3 年 5 月 28 日(金) 

 第 24 回長崎サミット 令和 3 年 11 月 2 日(火) 
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県庁舎跡地整備基本構想検討報告書のポイント

発注者：長崎県

受託者：株式会社 三菱総合研究所
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活用策のさらなる検討

県庁舎跡地での文化芸術ホールの整備が見直しとなったことから、これまで賑いの創出等
につながるものとして議論されてきた「広場」や「交流・おもてなしの空間」を基本としつつ、新
たな機能を付加できるかを含め、専門家等へのヒアリングや他の自治体の事例収集などを行
いながら、この地にふさわしい効果的な活用策について検討を重ねた。

さらなる検討の視点

①これまでの議論の経過を踏まえる

◼ これまでの懇話会や県議会等において議論されてきた、賑わいの創出につながる「広場」、この地を訪れ
た観光客等に県内各地を巡ってもらうきっかけとなるような歴史や観光等の情報発信、カフェ等の飲食
機能を持つ「交流・おもてなしの空間」の整備を検討の基本に置く。

②時代の変化等を踏まえ、新たな機能等について検討を深める

◼ この地の歴史的特徴などを踏まえるとともに、100年に一度と言われるほどの長崎のまちの変化や、
Society5.0に代表されるIT等の先端技術活用の進展、SNSの活用をはじめとする若い世代の考え
方やライフスタイル、コロナ後の新たな生活様式なども考慮し、企業や若者・女性など広く関係者への意
見聴取を行いながら検討を行う。
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基本理念の整理

この地の役割

○ 岬の教会、長崎奉行所、四代に渡る県庁舎など重層的な歴史を有する場

○ 長崎のまちの発祥の地、長崎の中心、長崎の象徴

期待される役割

◼ この地の歴史的特徴を受け継ぎ、人と人、過去と未来、場と場、異なるアイデアといった
様々な（異質な）ものを繋ぎ、「異なる属性の人々が交流し 、新たな価値を創り出し
ていく場所」であり続けること

◼ 多くの人々が集い、賑うとともに、県民市民の関心や注目が集まり、強い地域性や中心
性が感じられ、長崎に居ることを実感できる場として、「まちなかに賑わいをもたらし、県全
体に活力を生み出す場所」であること

基本理念

この地の歴史を活かし、多様な交流により新たな価値を創造・発信する、
賑わいの場の創出
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目指すべき姿

基本理念における「多様な交流により、新たな価値を創造・発信する」という考え方を具体
化し、目指すべき姿を整理。

まちへの

愛着の醸成

（シビックプライド）

まちなかの

賑わい創出

交流人口の
拡大

国際交流の
拡大

文化芸術活動の
活性化

新たな産業や
ビジネスの創出

新しい働き方や
ライフスタイルの

実現

この地の歴史を活かし
多様な交流により、
新たな価値を
創造・発信する、
賑わいの場の創出

(1) まちへの愛着（シビックプライド）の醸成

県民市民が、この地の歴史を感じ、普段から憩い、くつろぎ、
集いや交流の場として利用する

(2) まちなかの賑わい創出

県民市民などによる様々なイベントや催しにより日常的に賑
わうことにより、県民市民と観光客等との交流を生む

(3) 交流人口の拡大

県民市民や立ち寄る観光客（インバウンド含む）などが、長
崎県の歴史（跡地の歴史や世界遺産など）、観光・物産、
食などの魅力を知り、学ぶことにより、まちなかや県内各地を
巡っていただくきっかけとする

(4) 国際交流の拡大

留学生をはじめ県内在住外国人と県民市民や企業等との
交流の場をつくりだすことにより、県民市民の国際感覚を醸成
するとともに、長崎県と海外との架け橋となる人材を育成する

(5) 文化芸術活動の活性化

大学との連携、国内外のアーチストなどとのコラボによる作品
の創作・発表、県内各地の伝統芸能や各種文化団体による
発表を促す

(6) 新たな産業やビジネスの創出

産学官等が連携し、積極的に技術やノウハウ等を集結させ、
長崎県の抱える地域課題解決に向けた方策や新たなビジネス
を生み出すとともに、学生や若者と企業、企業と留学生など、
異なる領域の人々による幅広い交流を促す

(7) 新しい働き方やライフスタイルの実現

アフターコロナも見据えつつ、新しい働き方やライフスタイルの
実現、若者や女性等によるチャレンジを支援する
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整備する機能

【歴史を活かす】

➢ 現存する石垣や第三別館など、本物については保存・活用することを基本とする。

また、重層的な歴史を持つが故に、特定の時代の建物を選んで復元することは難しいと

考えられることから、VR等の先端技術を活用した歴史の感得について検討。

【賑わいの場を創出する】

①広場機能

➢ まちなかに位置し、観光スポットである出島と近接する立地特性を踏まえ、

県民市民を中心とした日常的な憩いや、様々なイベントや集いの空間と

なる「広場」を整備。

②情報発信・飲食機能

➢ 観光客などに長崎県の歴史や世界遺産、観光、食などの魅力を感じて

もらい、まちなかへの回遊や再び長崎県を訪れていただくきっかけとなるよう

な情報発信機能や飲食機能を整備。

【多様な交流につなげる】

③交流支援機能

➢ 県民市民と観光客などの交流に加え、国際、文化芸術、スポーツ、産業など多様な分野
の交流拡大に向けた取組を推進するための「交流支援機能」を整備。

→企業、学生、若者、外国人などの幅広い交流により「新たな価値」を創造・発信
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③交流支援機能（新たな価値の創造・発信拠点）

（幅広い交流により生み出す「新たな価値」とは）

新たな産業やビジネスの創出、国際感覚の醸成・海外等とのネットワーク構築、

地域や産業を担う人材の育成、シビックプライドの醸成など ※目指すべき姿と連動

以下のような交流支援機能により、新たな価値を創造・発信する

(1) 幅広い交流を促す機能（県庁舎跡地等）

➢ 多目的に利用できるイベントスペース

➢ 研修や講義などに使えるリカレントルーム

➢ 映像設備などが充実したプレゼンスペース

➢ 人々が気軽に集えるオープンカフェ 等

(2) 新たなビジネスや産業の創出等につなげる機能（県警本部跡地等）

➢ オープンイノベーション関連機能

➢ スタートアップ支援機能

➢ 大学のサテライトキャンパス

➢ 企業と大学の共同研究スペース

➢ 学生や企業などの交流サロン

➢ 企業のオフィス 等
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配置の考え方（ゾーニング）

◼ 国史跡である出島と連携した整備、市役所通りに面する広場、出島等を見下ろすこと
のできるロケーションを活かした歴史等の情報発信や飲食機能などの配置を検討

◼ 県警本部跡地エリアについては、周辺エリアの開発との連動にも留意しながら、新たな産
業の創出につなげるための支援機能の整備や、企業・大学等の集積などを検討

出島との連携

周辺エリアの開発との連動

◼ 整備する機能の具体的
な配置や規模は、今後
の埋蔵文化財調査の
結果等を踏まえ整理



Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 9

その他（留意点等）

交通結節機能

➢ 中心市街地をつなぐまちの中心に位置し、出島とも隣接しており、空港バスや高速バス発着用のバス
ベイの整備や待合室の整備について検討

旧第三別館

➢ 今後、民間事業者等による活用可能性の意向調査（サウンディング）を実施し、民間の利用ニーズ
と実現可能性（費用対効果等）の両面から保存・活用の可否を検討

デザイン（重層的な歴史の表現方法）

➢ 特定の時代の建物を「復元」することが難しいことから、現存する構造物（石垣など）を効果的に見せ
る、往時を彷彿とさせる機能（鐘楼や時計台など）をモニュメント的に整備する、ＶＲなど先端技術
を活用して再現するなど、効果的な表現方法を検討

可変性の確保等

➢ 整備後の運営の中で生じてくる新たなニーズ（機能の付加など）や課題にも柔軟に対応できるよう、
増改築できるスペースを確保しておくなど、建物整備に「可変性」を持たせることを検討

➢ 県警本部跡地における民間開発の検討や周辺エリアの開発との連動などを考慮し、整備の方向性を
明確にしたうえで、段階的な実施を検討するなど、効果的かつ効率的な整備のあり方に留意
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その他（留意点等）

運営体制、人材の育成・確保

➢ 管理・運営を行う体制の整備、プレーヤーの確保、将来の運営等を担う人材の発掘・育成などに留意

先行的な賑わいの創出

➢ 現在更地となっている第二別館跡地など、石垣下の空間を活用し先行的な賑わいづくりを検討
（活用可能な範囲から先行的に着手し、段階的に範囲を拡大）

→意欲ある方々によるワークショップ開催や実証実験（公募によりイベント等を試行してもらい検証）

を重ね、賑わい創出に向けた課題の掘り起こしや将来持続的に活動してもらう人材を発掘・育成

※江戸町公園の活用にあたっては今後長崎市と調整を図る





【資料　２】

R2.11.26

○オープンイノベーション宣言

○連携強化　等

発言者 他の団体・推進会議対応

① 産学官連携協定（NTT、十八親和銀行、長崎市、長崎大学等７
者）による地域全体でオープンイノベーションをつくり出す
　・地場企業への情報提供
　・地場企業・誘致企業の参画により地域課題解決に取り組む

長崎市

〇地場企業や誘致企業をはじめとした様々な主体の参画

〇推進会議においては、進行しているプロジェクト（オープンイノ
ベーション）への具体的支援策の検討

② 「長崎オープンイノベーション拠点」と県内の拠点、キーマンとの
ネットワーク構築

長崎県

〇福岡・東京のイノベーション施設や県内のコワーキングスペース
大学、市産業支援センターなどのコミュニティやキーマンとCO-
DEJIMAを　つなぐネットワークを構築し、連携した活動を目指す。

〇長崎市及び各機関に対しては、オープンイノベーションで活動し
ている　企業等に対し、県内関係団体・企業・キーマンの紹介や活
動の場の確保、情報発信等の支援をお願いしたい。

⑤ 長崎大学との連携（オープンイノベーション拠点、PBL、情報デー
タ科学部、長崎大学新シーズ集（研究開発推進機構））

長崎大学

〇長崎大学、県産業労働部、産業振興財団と包括連携協定の締結
の下、下記事業を展開し、新たな基幹産業創出と地元企業、県内
進出企業、ベンチャー企業等の支援並びに活性化を図る。

　・3者間の人事交流及び産学連携コーディネート業務の相互
    連携・大学研究・技術シーズと企業ニーズのマッチングによる
    共同研究・事業化推進
　・研究シーズ集、学術指導制度など学内研究の「見える化」
　・企業等が求める高度専門人材育成と産学官が連携・共同した
　 インターンシップの実施
　・アントレプレナー人材育成とスタートアップ支援
　・情報データ科学部の課題解決型授業（PBL）を通して、企業の
　  様々なデータから見える課題の発見と解決策の提案等

⑥ 交流拠点整備等への財政措置等行政の積極的サポート

長崎商工会議所

⑦ 地元企業、若手経営者の参画促進

長崎商工会議所

〇青年部等への働きかけ

⑧ 「継続プロジェクト」活動

長崎商工会議所

〇継続プロジェクトは産学官が連携し今後も活動
 ・新幹線の開業効果の最大化
　・夜景プロモーション
　・長崎かんぼこ
　・魚の美味しいまち長崎　養殖漁業振興対策
　・留学生支援
　・洋上風力発電等海洋産業　等

⑨ スタジアムシティプロジェクトに係る連携強化、サポート

長崎商工会議所

〇自治体、企業等と連携を強化し、十分にサポートする必要

⑩ 会員企業からプレーヤーを増やす

長崎経済同友会

⑪ 佐世保地域との情報共有、プロジェクトへの地元企業紹介・マッ
チング 長崎経済同友会

⑫ 推進会議の体制強化、機能充実について早急に検討

長崎経済同友会

⑬ オープンイノベーションの手法を取り入れやすい環境整備
長崎青年会議所

〇推進会議における具体的支援策の検討

第２２回長崎サミットにおいて示された方向性への対応

１．今後の長崎サミットプロジェクトへの取組

今後の検討・対応事項

【第22回長崎ｻﾐｯﾄについての情報発信】
〇11月10日に開催した経済同友会11月例会において下田副議長
（都市経営推進委員長）より委員会活動報告として、第22回長崎ｻ
ﾐｯﾄにおける議論の内容と代表幹事の発言趣旨を報告。
又、オープンイノベーションに関する動画配信し、案件として列記し
た個別プロジェクトに関し、各企業で関心があるプロジェクトに対し
積極的に関与してもらいたい旨の要請を実施。＜実施済＞

【第22回長崎ｻﾐｯﾄについての情報発信】
〇長崎経済研究所に対し、毎月発行する「ながさき経済」の紙面へ
長崎ｻﾐｯﾄ枠を設けてもらい、プロジェクトの進捗状況等を毎号レ
ポートしてもらうよう提案。＜実施済＞
次回号では第22回長崎ｻﾐｯﾄについて、海オケ丼、留学生支援等を
掲載いただく予定。

【長崎都市経営推進委員会による取組】
○個別プロジェクト案件や新たなプロジェクト案件の中で、経済同友
会として、連携・支援を行うことができるプロジェクトはないか検討予
定。



○感染拡大防止と経済社会活動の両立

○「新しい日常」への対応

発言者 対応等案

① 検査体制をピーク時の6000人/日対応可能に
　・医師会、大学の協力体制必要

長崎県知事

〇長崎大学病院においてＰＣＲ検査にかかる検体の前処理の自動
化が図られることにより、県全体のＰＣＲ検査等にかかる1日あたり
の処理件数が約2,500件へ拡大

〇あわせて、県医師会等を通じて、各地域のかかりつけ医における
抗原検査簡易キットの積極的な活用を促進する等して、今冬の検
査需要のピークである約6,000件／日へ対応

② 検査自動機器の年度内完成による1400検体/日可能に
　・医師会の協力
　・検体を運ぶシステム完成

長崎大学

〇長崎県医師会、長崎県（福祉保健部）、長崎大学の３者で具体な
対応策について検討していく。

③ タスクフォース提言をもとに課題解決に向けた具体策を検討

長崎大学

〇長崎県（企画部）と今後の進め方について、打合せを実施
　　短期的戦略【4分野（医療等・地域経済・教育・生活）】から分野ご
とに検討を開始し、中長期的戦略へつなげる方向性を確認

⑤ クラスター発生前の検査を可能に
長崎商工会議所

〇行政、大学等における検査体制拡充

⑥ 感染症防止対策等対応の店舗について情報発信
長崎商工会議所

〇国・県の施策の活用
〇環境整備と情報発信

⑦ リモートワーク、ワーケーション受入体制づくり

長崎県

〇リモートワーク、ワーケーションは、これから移住政策を進めてい
く中で重要なキーワードであり、県内においても、五島、壱岐、雲仙
等において特徴的な取組が行われてきたところであり、来年度、長
崎市や佐世保市においても取組が進みそうだと聞いているところ。

〇こうした各地域の特徴的ワーケーションを、うまく組み合わせて、
対外的にアピールする方法も検討しているところ。

⑨ Society 5.0
　・ビッグデータ活用等により具体的成果が得られる取組
　・「Society5.0推進プラットフォーム」の体制をベースに地域全体
　で取り組む
　・先駆的取組については、PFを中心に情報共有しながら横展開
　・積極的な提案、協力を

長崎県

〇ビッグデータやオープンデータの利活用を可能とするため、県内
市町におけるオープンデータ化を働きかけるとともに、民間事業者
の保有するデータのオープン化についても検討を進める。さらに、
様々なデータの集積を図り、共有することが出来るよう「データ連携
基盤」の整備も推進する。

〇今後とも、本県におけるSociety5.0実現に向けた取組について
は、「ながさきSociety5.0推進プラットフォーム」を中心に、地域課題
の掘り起こしやICTとのマッチング、情報共有をはじめ、プラット
フォームに参画いただいている産学金官のメンバー間の連携等を
図っていく。

〇ながさきSociety5.0推進プラットフォームについては、テーマごと
に設置をしているワーキングチームを中心に、随時開催し、協議・検
討を行う予定としている。

⑩ 在宅勤務に係るインフラ投資への支援検討
長崎県経営者協会

〇既存の支援制度について情報収集・共有・活用
〇効果的な支援制度について検討

○新幹線開業効果最大化への取組等

発言者 対応等案

① 新幹線開業に向けた地元の盛り上がり、全国への発信
　・開港４５０周年、出島メッセ長崎開業と合わせ全国に強力に
　アピール
　・メディアの協力（アピール、企画・提案等）

長崎商工会議所

② 開業後のメリット享受のため、MICE事業者ネットワークとのリンク
長崎商工会議所

〇MICE事業者ネットワークのスキルアップ、事業者間の協業

③ 民間の実行委員会活動への財政支援
長崎商工会議所

④ 環境整備、おもてなしに官民一体となって取り組む

長崎県

長崎を訪問いただいた方に感動と満足感を持っていただくため、環
境の整備や心のこもったおもてなしを、官民一体で取り組むため、
必要なバックアップを行っていきます。

・当面のイベントとしては、500日前イベントが来年度開催されます
ので、これに向けて皆様にも引き続きご協力をお願いいたします。

⑤ MICE一般会議誘致、情報提供等

長崎市

〇長崎市においては、（株）ながさきMICE、DMOと連携した団体、企
業、大学等への誘致活動を実施
〇大学、経済界に関係する学会、大会等の誘致に向けた協力及び
出島メッセ長崎の利用促進
〇推進会議においても、MICE誘致への支援・協力及び出島メッセ
長崎の利用促進に取り組む

３．地域振興、経済活性化

今後の検討・対応事項

２．新型コロナウイルス感染症への対応

今後の検討・対応事項



【資料３】

R2.11.26現在

（単位：千円）

負担内訳 金額

長崎海洋産業クラスター ○洋上風力アクセス船の低動揺・低コスト化 サポート資金 2,500 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ等活動費 1,404

形成推進協議会 　技術の開発と応用展開 長崎県補助金 3,000 委託・外注費 2,800

　・新形成アクセス船の計画設計 自己資金 500 産業財産権導入費（特許申請） 400

　　低コスト化、推進性能向上のための船型 その他経費 1,396

　　改良、最終提案船型の基本設計　等

　・動揺低減技術のブイ開発への適用

計 6,000 計 6,000

長崎大学 ○水上ドローンによる浚渫管理システム構築 サポート資金 700 機材・部材購入 500

　・造船所の船着き場について、水上ドローンと 自己資金 200 消耗品購入 300

　　ソナーによる水深測定を行い、土砂の堆積 出張旅費 100

　　具合を解析し、安全な船の接岸が可能と

　　なるシステムを構築

計 900 計 900

長崎MICE ○官民連携したオール長崎の体制による サポート資金 8,000 キーパーソン招聘・誘致 480

誘致推進協議会 　MICE誘致・受入強化 キーパーソン派遣・誘致 500

　・キーパーソン招聘・誘致活動 事務局運営 800

　・キーパーソン派遣・誘致活動事業 MICE誘致ツール作成 90

　・有識者・専門人材による研修 MICE支援サービスカタログ作成 1,430

　・MICEブランド構築に沿った誘致ツール作成 MICE開催事務局支援 200

　・MICEサービスカタログ作成 MICEスクール共催負担金 1,000

○地元受注拡大に向けた受入環境整備 開業１年前イベント開催費 3,000

　・MICE開催に向けた事務局支援

　・MICEスクール共催負担金

　・開業１年前イベント開催日

計 8,000 計 8,000

ジョブネットワーク ○ＮＡＧＡＳＡＫＩしごとみらい博2020の開催 サポート資金 800 システム管理費、LP制作費 2,850

（厚生労働省長崎労働局 　・学生に対し将来長崎で働くことを選択する 自己資金 750 Web広告費 200

若年者地域連携事業） 　　きっかけとなる情報を学生生活の早い段階 長崎労働局 800 ポスター制作・印刷費 100

　　で伝えることを目的に、オンラインで開催 長崎県 100 学生活動支援費 50

出展料 1,440 スタッフ交通費・謝礼 100

セミナー講師料 200

会場費、備品等 290

備品等 100

計 3,890 計 3,890

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 重点事業 1,750

　・就職支援 大学 5,000 一般事業 1,200

　・生活支援 県・市 5,000 印刷・交通・通信費 555

　・情報発信 助成金 400 会議費・消耗品・備品・人件費 8,895

計 12,400 計 12,400

14,000サポート資金総計

金額
事業予算

資金使途内訳事業主体 事業概要

　　　　　　　第４期長崎都市経営サポート資金申請額集計
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NAGASAKIしごとみらい博実行委員会

【主管】ジョブネットワークセンター



－イベントの趣旨と目的－

2018年開催の「NAGASAKIしごとみらい博2018」からご支援い

ただき、今年で3年目を迎えます。徐々に規模を拡大するなかで、

イベント終了後の「県内企業と学生のマッチング」「企業の魅力と

共に、そこで働く『人』の魅力を伝える」ことが課題と捉えて今年

度の企画を立案しました。

「NAGASAKIしごとみらい博2020」は、学生生活の早い段階で、

地元企業や地域の魅力・住みやすさ等を知ることで将来、長崎で暮

らし働くことを選択するきっかけとなり、県内就職率の向上に繋げ

ることを目的とします。

実施にあたっては、学生が企画・運営段階から関わることで、学

生と企業が積極的な情報交換を相互に行う場を創出するとともに、

インターンシップや個別説明会などイベント後の学生と企業の繋が

りを目指します。今年度については、新型コロナウィルス感染症予

防の観点からオンラインでの開催となりますが、これをきっかけと

して地元企業のオンラインスキルの向上にも繋がるよう支援します。

－全体スケジュール－

「NAGASAKIしごとみらい博2020」では、10月6日に参加企業を公開。

11月16日から企業PR動画を公開、学生の申込受付を開始しました。

12月5日・6日には、学生と企業とのオンライン交流会を開催いたします。
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－イベントの流れ－

特設サイト設置

3

企業及び学生へのイベント告知のために、
特設サイトを設置。



－イベントの流れ－

企業PR動画閲覧

4

企業PRの場の創出及び学生の県内企業への
興味喚起のために、企業動画閲覧ページを設置。
※県内大学からのご要望を踏まえ、イベント終了後は、
学生の県内就職意欲換気のために、2021年3月まで公開。



－イベントの流れ－

参加申込

5

Google Apps Script（GAS）を用いて、
申込管理を効率化。



－イベントの流れ－

参加申込

6

Google Apps Script（GAS）を用いて、
申込管理を効率化。



－イベントの流れ－

オンライン交流会

7

企業のテレカンファレンスや、
学生のオンライン授業等での利用率が高いツール
「Zoom」を使用。



－イベントの流れ－

オンライン交流会

8

学生の選択肢を増やすために、より多くの
企業と交流可能な「オフィシャルスペース」を設置。



－イベントの流れ－

オンライン交流会

9

企業と学生のさらなるマッチングのために、
企業単位の交流が可能なフリースペースを設置。



－イベントの流れ－

適職診断

10

学生の職業観醸成のために、
申込者限定で適職診断ツールを提供。



－イベントの流れ－

オンライン交流会場

11

自社から参加できない企業のために、
オンライン交流会場を提供。



－学生へのプロモーション－

Twitter広告展開

12

ターゲットとなる世代（18歳-22歳）の利用率が
最も高い「Twitter」で漫画広告を展開。

投稿イメージ



－学生へのプロモーション－

Twitter広告展開

13

ターゲットとなる世代（18歳-22歳）の利用率が
最も高い「Twitter」で漫画広告を展開。

1 2
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－イベントの流れ－

運営体制

14

スキーム構築から当日まで、
各機関と連携しながら運営いたします。

－主 催－
NAGASAKIしごとみらい博 実行委員会

＜構成団体＞
●長崎労働局 ●若年者地域連携事業（ジョブネットワークセンター）

●長崎県 ●長崎市 ●佐世保市 ●長崎都市経営戦略推進会議（長崎サミットプロジェクト）
●佐世保地域経済活性化推進協議会（させぼ未来創造フォーラム）

●NAGASAKIしごとみらい博2020学生実行委員

－後 援－

●国立大学法人長崎大学 ●長崎県立大学佐世保校 ●長崎県立大学シーボルト校
●活水女子大学 ●長崎ウエスレヤン大学 ●長崎外国語大学

●長崎国際大学 ●長崎純心大学 ●長崎総合科学大学 ●長崎女子短期大学 ●長崎短期大学



【主管】

ジョブネットワークセンター

担当：今井・奥村

〒852-8108 長崎市川口町13-1長崎西洋館3F 

電話:095-843-6647 FAX:095-847-7330





 

 

 

 

 

平成 26 年度の設立以来・・ 

生活支援 

就職支援 

情報発信 

という 3 つの柱のもとで留学生支援事業を展開しております。 

 

 

地域における   留学生とは？ 

 

大学にとっては・・・ 

• 学生 

• より広い選択の中から確保する有望な学生 

• 日本人学生の学び 

• 日本人学生の刺激 

 

行政にとっては・・・ 

• 人口減少の一歯止め 

• 地域住民確保 

• 地域の多様化 

• 高齢化歯止め 

NAGASAKI INTERNATIONAL STUDENT  

SUPPORT CENTER 
  
  1-14 BUNKYO MACHI NAGASAKI-SHI NAGASAKI PREFECTURE 

   〒852-8521  

  TEL：+81-95-819-2244、+81-95-819-2044 

  http://nagasaki-issc.org/ 

2020 年 5 月 1 日現在、長崎県

内の 10大学に 1393名の留学生

が在籍しています。 

中国・ベトナム・韓国・ネパ

ール・ミャンマー等アジア 19

か国・中東 4 か国・欧米 12 か

国・アフリカ 20 か国・南米 2

か国・大洋州 1か国から来てい

ます！ 
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経済界にとっては・・・ 

（学生の間は）    消費者 

（定住する留学生は） 将来の高度人材 

           消費者 

（帰国する留学生は） 企業等のネットワークのキーパーソン 

 

 

 

長崎留学生支援センターは 

 

長崎留学生支援コンソーシアムのもとで「長崎留学生支援協議会」の下部組織

として、留学生支援 コンソーシアムに加盟する産官学の各機関さまのご支援の

もとで運営されています。 
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予算規模の目安 （令和 2 年度）            （単位 千円） 

収入の部 

区  分 予算額 備   考 

長崎都市経営サポー

ト資金 

2,000  

分担金（大学） 5,000 大学: 

長崎大学、長崎県立大学、長崎国際大学、 

長崎外国語大学、長崎ウエスレヤン大学、 

長崎総合科学大学、長崎純心大学、活水女

子大学、長崎短期大学、長崎女子大学、佐

世保高等専門学校 

分担金（行政） 5,000 行政： 

長崎県、長崎市、佐世保市、諫早市、長与

町、大村市 

（他の機関からの 

 助成等） 

400 平和中島財団助成金（申請ベース） 

合  計 12,400  

 

支出の部 

区  分 予算額 備   考 

重点事業 1,750  

一般事業 1,200  

印刷・交通・通信費

等管理費 

555  

人件費等 8,895  

合  計 12,400  
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【重点・一般事業費内訳】 

項目 金額 備考 

１ 重点事業     

（１）留学生アルバイト支援体制の整備【生活支援】   生活支援（アルバイト支援） 

（２）留学生受入企業の開拓【就職支援】 

  (人材活用セミナー、交流会） 
30 

就職支援（人材活用セミナー／留学生

と企業との交流会／仕事未来博） 

（３）観光施設、商業施設等での活用と体制の構築 

   【就職支援】    （職場見学） 
400 就職支援（留学生と企業との交流会） 

（４）海外における主要高校・大学等との情報交換会の実 

  施    【募集支援・広報支援】 
900 情報発信（説明会） 

（５）ビジネス日本語セミナー【就職支援】   就職支援（ビジネス日本語講座） 

（６）E-learning 420 就職支援 （ビジネス日本語講座） 

        小    計 1,750   

２ 一般事業     

（１）留学生実務担当者情報交換会の開催（在留資格、

健  康、住居、アルバイト）【生活支援】 
  生活支援（空家対策） 

（２）行政、経済界、企業等との情報交換会の開催 

   【生活支援】 
  
生活支援（空家対策） 

（冠奨学金） 

（３）留学生活用セミナー、企業説明会、企業との交流会

の開催  【就職支援】 
  
就職支援（人材活用セミナー／留学生

と企業との交流会／しごと未来博） 

（４）日本学生支援機構留学フェアへの参加、海外事務

所との連携    【募集支援】 
  情報発信（説明会） 

（５）海外長崎県留学生同窓会支援【交流】 200 交流活動（同窓会支援） 

（６）長崎平和大学の実施 400 交流事業（平和大学） 

（７）海外への情報発信【募集支援・広報支援】 460 情報発信（説明会） 

（８）日本語学校留学説明会 40 情報発信（説明会） 

（９）留学ガイドブック 100 情報発信（説明会） 

          小    計 1,200   
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事業計画  就職支援 

就職支援については【就職支援 x 定住化】を目指し 

 

①留学生のための「ビジネス日本語講座」の e-learning 開講 

②留学生人材活用セミナー」 

③留学生と企業との交流会 

④相談業務 

⑤NAGASKI しごと未来博での留学生コーナー 

 

 

事業計画  就職支援 

就職支援については【就職支援 x 定住化】を目指し 

 

② 留学生のための「ビジネス日本語講座」の e-learning 開講 

③ 留学生人材活用セミナー」：2021/1/13 予定 

④ 留学生と企業との交流会：未定 

⑤ NAGASKI しごと未来博での留学生コーナー設置：中止（相談コーナー

設置なしのため）  

 

 

事業計画 交流事業 

交流事業については【地域共生 x 平和学習】を目指し 

・【長崎平和大学】実施予定：中止（新コロナ感染症拡大予防のため） 

 

留学生同窓会との交流については【縁（ｴﾝ）の強化】を目指し 

・中国及びベトナムでの帰国留学生同窓会等を通じて長崎の情報を発信

し『オール長崎の外国人留学生同窓会ネットワーク』の強化を図る。 

夏 （16 コマ） 

8/21-9/2 

冬（16 コマ） 

10/26-2/28 

 

随時 

 

 

随時 
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事業計画 情報発信 

募集活動については、【縁（ｴﾝ）から広がるネットワーク強化】を目指し 

 

① 日本国内の日本語学校の留学生向けの説明会の開催（福岡） 

② 海外の大学等の日本語学習者向けの説明会の開催（香港・中国） 

 

広報活動については【情報の発信拠点】を目指し 

・長崎留学生支援センターの情報発信と相談の窓口になるよう、ホーム

ページ・Facebook (https://www.facebook.com/nagasakiissc) 及びベトナム

や中国の現地サイトへの情報発信を継続的に実施する。 

 

研修会を通じて【更なる理解・オール長崎体制強化】を目指し、 

① 留学生の在留に関する意見交換会：2020/10/29 

② 感染症に係る研修会：未定 

③ 県内大学等留学生担当者会議：未定 

 

 

 

計画外事業の着手 

社会情勢等に応じて必要な事業をタイムリーに行う。 

 

・留学生向け物資提供事業：11/7-11/30 

長崎県内外の個人・企業さまが支援してくださる中で、元留学生等が地域の

方々と共に、後輩留学生を支援してくれています。 

米、インスタントラーメン、お茶類、缶詰、石鹸、文房具、日用品等・・ 

多くのご提供を頂いています。 

 

随時 
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ご家庭

長崎留学生
支援センター

県内大学等

留学生

 
長崎県内には約 2000名の外国人留学生が住んでおり、皆様の地域にも「隣人」として生活してい

るかもしれません。 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大等による社会生活への影響を受けて、渡航制限などの事態が生

じると留学生は帰国したくても帰国できなくなります。特に卒業した留学生は奨学金受給資格を

失い収入源を絶たれます。また、アルバイト先から急に解雇されたり仕事時間を減らされたりし

て無収入や収入減となった留学生も多く、生活困窮し不安の中での生活を強いられてしまいま

す。 

 

2020年に発生した新コロナ感染症が私たちの地域で広がる中、 

私たちはこのような留学生の状況を目の当たりにしました。 

 

自分が住む地域に、自分の隣人が困窮している状況を少しでも軽減することができたら・・と願

い、長崎留学生支援センターでは、皆様のご家庭に眠る物品の提供をお願いしております。 

 

ご提供頂いた物品は私たちセンターにて一時預かりさせていただき、留学生が感染症等の広がり

で生活困窮する事態が発生したら、タイムリーに皆様のお心と共に必要な物品を届けさせて頂き

ます。 
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感染症等の影響による社会的影響がなく、留学生の生活困窮度が深刻化しない場合は、学生支援団体

や地域のフードバンク等と連携の上、ご提供の物品の活用をさせていただきます。 

 

 

ご提供いただける物品は、衛生上及び保管・運搬の関係上、 

① 食料品：保存できるもの（缶詰、乾麺、乾物、お菓子、お米、小麦粉、お茶類等） 

② 衛生用品：マスク、トイレットペーパー、ティッシュ、タオル、生理用品、消毒液、石鹸等 

③ 学習用品：文房具等 

 

とさせていただきます。 

 

ご提供方法： 

ご提供いただける物品については、下記のとおりに受付させていただきます。 

 

① 宅配便による受付 
下記住所までお送りください。 
大変恐縮ですが送料はご負担をお願いいたします。 
〒852-0000 長崎市文教町 1-14 長崎留学生支援センター 
TEL 095-819-2244 
 

② 持込による受付 
下記カレンダーにある日時に弊センターまでお持ちください。 
11月 7日（土）～30日（月）の期間、 
月曜・火曜・木曜・金曜：午前 9時～午後 6時までの間 
水曜：午前 9時～午後 8時までの間 
土曜・日曜：午後 2 時～6時までの間 
 

*受取日時につきましては変更する場合がありますので、事前にご連絡をお願いいたします。 

 

ご提供いただいた方については、弊センターのホームページや Facebookにてご紹介させていただきま

すが、ご希望により匿名やニックネームの記載とさせていただきますので、必要に応じてご相談くだ

さい。 

 

皆様のご協力とご支援をお願いいたします。 

 

  

2


