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一般社団法人 長崎都市経営戦略支援協会 



一般社団法人長崎都市経営戦略支援協会 

第６期定時社員総会 次第 

 

日時：令和 4年 9月 29 日 10 時 

場所：十八親和銀行本店 10 階大会議室 

 

１．開   会 

２．総会成立の確認 

３．理事長挨拶 

４．議   事 

第 1 号議案  第 5 期（令和 3 年 8 月 1 日～令和 4 年 7 月 31 日）

事業報告（案）及び収支決算（案）について 

第 2 号議案  第 6 期（令和 4 年 8 月 1 日～令和 5 年 7 月 31 日）

事業計画（案）及び収支予算（案）について 

第 3 号議案  理事の選任について 

５．閉   会 
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【第 1 号議案】 

一般社団法人長崎都市経営戦略支援協会 

 

第５期事業報告（案） 

 

（令和 3年 8月 1日から令和 4年 7 月 31 日まで） 

 

Ⅰ．事業運営の総括 

長崎サミットプロジェクトは、2020 年にスタートから 10 年の節目の年を迎え、新たな

体制で「地域経済の維持発展」、「人口減少の抑制」という観点から必要な活動を展開して

いくこととされました。続く第 22 回長崎サミットにおいては、「オープンイノベーショ

ン」の手法を用いていくことについて確認されるとともに、昨年 11 月の第 23 回長崎サミ

ットでは、継続して取り組む仕組みや態勢をつくっていくことが大事という認識が示され

たところです。 

一方、2020 年初めより続く新型コロナウイルス感染拡大は、地域経済に甚大な打撃を

与えてまいりましたが、ワクチン接種や第三者認証、ワクチン接種証明書の普及拡大と併

行して、県民、市民、事業者が安心して活動できる長崎独自の出口戦略「Team NAGASAKI 

SAFETY」を実施するなど、地域経済の回復をはじめ、ポストコロナを見据えた「新常態」

に対する新たな取組が進められております。 

令和 3年度のサミットプロジェクトにおいても、このような地域経済を取り巻く環境の

変化に対応すべく、産学官が一体となって取組を進めていくことが必要との認識の下、会

員の皆様のご協力を得ながら、いただいた会費を原資として、地域経済の回復・成長に向

けて、産学官連携の推進組織である長崎都市経営戦略推進会議と一体となって事業を実施

いたしました。 

  

2



Ⅱ．第 5期事業報告 

 

１ 会員増強活動 

   コロナ禍による非常に厳しい経済環境下であることを踏まえ、積極的な入会の依頼は

控えておりましたが、会員の皆様のご協力により、令和 4年 7月末日現在、会員数 149

先、会費合計額 31,000 千円となっています。 

 

２ 当法人からの助成金を財源として助成した事業 

（１）長崎都市経営サポート資金助成事業 

  ① 作業台船向けユニット型動揺低減装置開発 

  ② おさかなサブスク第二次実証実験 

  ③ ＭＩＣＥ施設へのコンベンション誘致 

④ 「ＮＡＧＡＳＡＫＩしごとみらい博２０２１」開催 

   ⑤ 「長崎留学生支援センター」が実施する留学生支援 

   ⑥ 高付加価値「長崎かんぼこ」開発 

   ⑦ 県産魚メニューを主体とした屋台形式飲食市場実証実験 

    

 

《参考》 

  長崎都市経営戦略推進会議が主催・主体となって実施した事業（活動概略） 

     

   １．事業推進に係る会議等の開催 

    ○ 長崎サミット 

第 23 回長崎サミット 

【開催日】 令和 3年 11 月 4 日 

       【開催場所】出島メッセ長崎 コンベンションホール 1 

      【テーマ】100 年に一度のまちの変革による産業の活性化の実現 

【出席者】 

長崎商工会議所会頭   宮脇 雅俊 

長崎経済同友会代表幹事 中牟田 真一 

長崎県経営者協会会長  椎葉 邦男 

長崎青年会議所理事長  野田 剛士 

長崎県知事       中村 法道 

長崎市長        田上 富久 

長崎大学学長      河野 茂  
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    ○ 長崎都市経営戦略推進会議 

        第 10 回～18 回まで 9回開催 

第 23 回長崎サミットへの対応、長崎サミットプロジェクトの進め方、「長崎

都市経営サポート資金」の助成対象事業、同資金の運営等について協議・調

整・実践 

 

    ○ ワーキングチーム（ＷＴ） 

        随時開催し、長崎サミットで示唆された方向性の具体化について調査・検討     

を実施 

      ・ 長崎夜景プロモーション実行委員会 2 回開催 

      ・ 長崎かんぼこ王国推進委員会 4 回開催 

      ・ NAGASAKI しごとみらい博実行委員会 4 回開催 

 

２．事業推進活動 

    ○ NAIGAICREW と連携した事業推進活動 

○ 推進会議が直接事業者等と連携した活動 

○ 誘致企業等と地域事業者との連携を目的とした活動 

 

３．広報活動 

    ○ ホームページにより長崎サミット、長崎都市経営戦略推進会議の事業内容等を

発信 

     ○ 当法人及び長崎都市経営戦略推進会議の活動等について、発信力を高めるため

に、ホームページを改修 

     ○ テレビの情報番組を活用し、長崎サミットプロジェクトの活動状況等の広報を

実施 
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【第1号議案】

一般社団法人 長崎都市経営戦略支援協会　第5期　収支決算（案）
（自令和3年8月1日　至令和4年7月31日）

貸借対照表
（令和4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
負債合計 0

（正味財産の部）
一般正味資産

正味財産合計

資産合計 負債・正味財産合計

財　産　目　録

（令和4年7月31日現在）
（単位：円）

普通預金
十八親和銀行本店営業部

正味財産増減計算書

（自令和3年8月1日　至令和4年7月31日）
（単位：円）

（一般正味財産増減の部）
経常増減の部

（1）経常収益
受取会費  ※会費納入先 141先
雑収益

受取利息
経常収益計

（2）経常費用
事業費

支払助成金
管理費

会議費
会員証作成費
雑費
租税公課
管理費支出計

経常費用計
当期経常増減額
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高

正味財産期末残高

31,000,000

科　　目 金額

600,000

600,000

600,000 600,000

預　金 運営管理資金等として 600,000

貸借対照表科目 場所等 使用目的等 金額

700,000
600,000
600,000

-100,000

55
31,000,055

30,804,949

143,748
0

80,358
71,000

295,106
31,100,055
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【第 2 号議案】 

一般社団法人長崎都市経営戦略支援協会 

第６期事業計画（案） 

 

（令和 4年 8月 1日～令和 5年 7 月 31 日） 

 

  当法人は、長崎地域の経済活性化に資する事業（長崎サミットプロジェクト関連事業）

に対する支援を主たる目的として、当法人の会員の増強を図るとともに、会費収入をもと

に長崎サミットプロジェクト関連事業に対し助成を行う。 

 

 

１．一般社団法人長崎都市経営戦略支援協会運営 

 ○ 第 6 期定時社員総会 

   期日：令和 4年 9月 29 日 

 ○ 第 6 期理事会 

   期日：令和 4年 8月 31 日、令和 5年 7月 

  

２．長崎サミットプロジェクト関連事業への助成金（長崎都市経営戦略サポート資金） 

の交付事務 

支援協会からの支援助成金をもとに、理事会で決定される支援の大枠に従って、長崎地

域の経済活性化に資するプロジェクトに対する助成に係る事務 

      ○ 募集、支援の大枠に係る調整、申請受付、審査資料等作成、審査、助成金交付、助

成内容等公表、実績報告徴取、精算 

 

３．組織活動強化 

  〇 一般社団法人長崎都市経営戦略支援協会への入会要請活動 
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《参考》 

 一般社団法人長崎都市経営戦略支援協会からの助成を受けて実施する長崎都市経営戦略

推進会議の事業 

 

１．長崎サミット開催 

 ○ 第 24 回長崎サミット 

 期日：令和 4年 8月 22 日 

場所：ホテルニュー長崎 

○ 第 25 回長崎サミット 

  期日：令和 5年 1月（予定） 

  場所：未定 

 ○ 第 26 回長崎サミット 

 期日：令和 5年 6月（予定） 

場所：未定 

 

２．長崎都市経営戦略推進会議開催 

 ○ 第 19 回長崎都市経営戦略推進会議 

 期日：令和 4年 8月 10 日 

場所：十八親和銀行本店 10 階ホール 

○ 第 20 回以降については月１回程度開催予定 

 

３．プロジェクトチームの活動支援等 

プロジェクトチームの活動に対し、必要な助言・支援を行う。 

  

４．広報・情報発信 

  ○ テレビ情報番組等 

  ○ ホームページ 

 

５．要望・陳情活動等 

  ○ 推進会議が必要と認めた場合に随時実施 
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【第2号議案】

一般社団法人 長崎都市経営戦略支援協会　第6期  収支予算（案）
（自令和4年8月1日　至令和5年7月31日）

（単位：円）

　1．事業活動収支の部

（1）事業活動収入

受取会費収入

雑収益収入

受取利息

事業活動収入計

（2）事業活動支出

事業費支出

支払助成金

管理費支出

会議費

会員証作成費

雑費

租税公課

管理費支出計

事業活動支出計

事業活動収支差額

当期収支差額

前期繰越収支差額

次期繰越収支差額

※日本公認会計士協会「新公益会計基準適用に伴う収支予算書及び収支計算書の取扱い

について（Ｈ17.11.9）」に準拠して作成

科　目 予算額 第5期決算額 差　額

28,000,000

28,000,000

600,000

27,400,000

300,000

100,000

100,000

100,000

600,000

28,000,000

0

0

600,000

31,000,000

55

31,000,055

700,000

600,000

30,804,949

143,748

0

80,358

71,000

295,106

31,100,055

▲ 100,000

▲ 100,000

▲ 3,000,000

▲ 55

▲ 3,000,055

0

▲ 3,404,949

156,252

100,000

19,642

29,000

304,894

▲ 3,100,055

100,000

100,000

▲ 100,000

9



候補者
番　 号

1

2

■ 選任後の理事、監事名簿（案）

理事長

長崎経済同友会代表幹事

長崎青年会議所 理事長

監事
波多野　徹 波多野ｱﾝﾄﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ会計事務所 代表社員

松永　安市 長崎商工会議所 専務理事

宮脇　雅俊 長崎商工会議所 会頭

理事

東　　晋 ※

森　拓二郎 ※ 十八親和銀行 取締役会長

松島　雄大

河野　茂 長崎大学 学長

理 　事
候補者

東　　晋

森　拓二郎

長崎経済同友会代表幹事
長崎放送株式会社 代表取締役社長

十八親和銀行 取締役会長

現在の理事である中牟田新一氏、加藤　純氏の辞任に伴い、下記２名を理
事として選任したい。

氏　　　　名

一般社団法人長崎都市経営戦略支援協会 理事の選任（案）

【第３号議案】

備　　　　　考
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一般社団法人 長崎都市経営戦略支援協会 

第６期定時社員総会 

参 考 資 料 

 

 

【参考資料 1】 

○ 長崎都市経営戦略推進会議 第１２期事業報告（案） 

○      同上      第１２期収支決算（案） 

○ 長崎都市経営サポート資金 第  ５期実績および全体推移 

 

【参考資料 2】 

○ 長崎都市経営戦略推進会議 第１３期事業計画（案） 

○       同上      第１３期収支予算（案） 
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長崎都市経営戦略推進会議 第 12 期 

【事業報告】（案） 

(令和 3 年 8 月 1 日～令和 4 年 7 月 31 日) 

 

1．概要 

長崎サミットプロジェクトは、2020 年にスタートから 10 年の節目の年を迎え、新たな体制で「地域経済の維持

発展」、「人口減少の抑制」という観点から必要な活動を展開していくこととされました。続く第 22 回長崎サミット

においては、「オープンイノベーション」の手法を用いていくことについて確認されるとともに、昨年 11 月の第 23 回

長崎サミットでは、継続して取り組む仕組みや態勢をつくっていくことが大事という認識が示されたところです。 

一方、2020 年初めより続く新型コロナウイルス感染拡大は、地域経済に甚大な打撃を与えてまいりましたが、ワ

クチン接種や第三者認証、ワクチン接種証明書の普及拡大と併行して、県民、市民、事業者が安心して活動で

きる長崎独自の出口戦略「Team NAGASAKISAFETY」を実施するなど、地域経済の回復をはじめ、ポストコ

ロナを見据えた「新常態」に対する新たな取組が進められております。 

令和 3 年度においても、このような地域経済を取り巻く環境の変化に対応すべく、産学官が一体となって取組を

進めていくことが必要との認識の下、地域経済の回復・成長に向けて、産学官連携の推進組織としての役目を果

たすべく事業を実施いたしました。 

 

2．第 12 期の活動状況 

 ① 長崎サミット 

  第 23 回長崎サミット 

【開催日】 令和 3 年 11 月 4 日 

      【開催場所】出島メッセ長崎 コンベンションホール 1 

      【テーマ】100 年に一度のまちの変革による産業の活性化の実現 

【出席者】 

長崎商工会議所会頭    宮脇 雅俊 

長崎経済同友会代表幹事 中牟田 真一 

長崎県経営者協会会長   椎葉 邦男 

長崎青年会議所理事長   野田 剛士 

長崎県知事          中村 法道 

長崎市長            田上 富久 

   長崎大学学長         河野 茂 

 

② 長崎都市経営戦略推進会議 

第 10 回～第 18 回の計 9 回開催 

(8.20、9.22、10.20、12.3、1.26、4.26、5.18、6.17、7.19) 

 

③ 長崎都市経営戦略サポート資金 

 支援先 7 先、総額 9,123,604 円 

○ 作業台船向けのユニット型動揺低減装置の開発（長崎海洋産業クラスター形成推進協議会） 

   事業総額 4,253,077 円、うちサポート資金 1,500,000 円  

○ NAGASAKI しごとみらい博 2021（ジョブネットワークセンター） 
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   事業総額 8,445,350 円、うちサポート資金 1,000,000 円 

○ 高付加価値「長崎かんぼこ」開発プロジェクト（長崎商工会議所） 

   事業総額 1,060,940 円、うちサポート資金 1,000,000 円  

○ コンベンション誘致支援と地元受注拡大に向けた受入環境整備（長崎 MICE 誘致推進協議会） 

   事業総額 1,500,000 円、うちサポート資金 1,123,604 円 

○ 長崎留学生支援センター事業（一般社団法人長崎留学生支援センター） 

   事業総額 12,000,000 円、うちサポート資金 1,500,000 円  

○ おさかなサブスク 第二次実証実験（株式会社ジョイフルサンアルファ） 

   事業総額 19,756,000 円、うちサポート資金 1,500,000 円 

○ 長崎文化横丁 in 茂木（長崎文化放送株式会社） 

   事業総額 2,226,550 円、うちサポート資金 1,500,000 円 

 

④ NAIGAICREW 定例（Web 会議） 毎週金曜日 

 

⑤ 十八親和銀行地域振興部とのミーティング （2.14、3.18） 

 

⑥ ワーキングチーム活動 

＜魚の美味しいまち長崎 WT＞ 

・株式会社 JTB 長崎支店 佐久本課長と打合せ（9.10、10.14、10.25、11.16、12.15） 

・JTB 九州広域代表桂原氏、石原支店長、佐久本課長 面談（10.29） 

・株式会社稲佐山観光ホテル 小林代表取締役社長、小林専務取締役、ホテルニュー長崎 林宿泊部長、 

 株式会社 JTB 長崎支店 佐久本プロデューサー 面談（7.12） 

・株式会社ゼンリン MaaS 企画部 藤尾部長、ビジネス企画室 橋本課長、生沼氏 面談（7.15） 

 

＜おもてなしの飛躍的向上＞ 

・アダプトプログラム（7.12、8.27、9.15、11.5、12.10、4.18、5.10） 

 

⑦ 他団体によるワーキングチーム活動 

＜長崎夜景プロモーション実行委員会＞ 

・委員会（7.13） 

 

＜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総会（6.30） 

・長崎かんぼこ王国推進委員会（10.25、5.19、6.30、7.22） 

○ かんぼこ販促活動 

・PR ツールの作成（封筒、フリクションボールノック、クリアファイル） 

・ながさきプレス 12 号（かんぼこキャンペーン） 

・実り恵み感謝祭出展（11.27～11.28） 

・諫早トランス・コスモススタジアムにて販売（V・ファーレン長崎試合）（11.28） 

・長崎駅構内に「長崎かんぼこ自動販売機」設置（1.26） 

・長崎商工会議所前にて PR 販売（2.21） 
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＜産学官連携＞ 

○ 長崎留学生支援センターによる活動 

一般社団法人長崎留学生支援センターＲ４年度第１回理事会（6.30） 

長崎留学生支援センター多田センター長 面談（8.4、4.19） 

長崎留学生支援センター運営委員会（5.30） 

長崎県文化観光国際部 佐々野参事監、坂口企画監 面談（7.6） 

長崎留学生支援センターとのミーティング（Web 会議）（7.12） 

 

○ NAGASAKI しごとみらい博関連 

実行委員会（7.21、9.6、10.15、11.18、1.24） 

ジョブネットワークセンター 柿森様、飯田様 打合せ（9.16、3.23） 

出展動画説明会 Web 配信（長崎 8.20～9.10） 

JR 九州エージェンシー株式会社 田口支店長面談（9.10） 

学生動員への PR 活動（11.11、11.19） 

NAGASAKI しごとみらい博 2021 開催（12.4、12.5） 

若年者地域連携事業協議会（12.20、6 月書面開催） 

 

○ MICE 関連 

MICE 事業者ネットワーク幹事会（9.22、5.17） 

MICE 拡大企画会議（8.27） 

長崎国際観光コンベンション協会 訪問（8.6、11.30） 

MICE 事業者ネットワーク総会（11.29） 

MICE 誘致推進協議会 総会（12.22） 

出島メッセ長崎内覧会（9.2） 

出島メッセ長崎 長崎サミット打合せ（9.13、10.20） 

出島メッセ長崎出島メッセ開業式典 出席（11.1） 

出島メッセ長崎こけら落としイベント（11.12～11.14） 

株式会社コングレ 取締役九州支社長、出島メッセ館長、顧問 面談（5.11） 

 

○ DMO 関連 

九州・長崎 IR 事業概要説明会（12.17） 

九州・長崎 IR-MICE フォーラム（1.14） 

コンベンション協会 豊饒局長 面談（4. 8） 

 

○ BSL-4 

地域連絡協議会（10.26、6.28） 

   長崎大学感染症共同研究拠点（渡辺様、清川様、蓑茂様）面談（4.4） 

 

⑧ NAIGAICREW と連携した事業推進活動 

○ おさかなサブスク 

おさかなサブスク PR ミーティング（8.13） 

長崎液冷商事打合せ（8.18、9.3） 
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おさかなサブスク×西海クリエイティブカンパニー（Web）（8.28） 

十勝バレー 相部氏（Web 会議）（10.6） 

帯広市 相部様 帯同（10.22） 

おさかなサブスク with 帯広市 懇親会（10.22） 

フードバレーとかち（11.11） 

(株)杵の川 瀬頭社長、チョーコー醬油 西社長、安達 安達会長 面談（6.1） 

Google Cloud 福田氏、FFG 田原氏 Web 会議（7.7） 

 

○ 茂木バレー構想関連プロジェクト 

茂木訪問（R3.9.3） 

茂木イベント企画（Web 会議）（9.8） 

株式会社長崎ケーブルメディア 峰社長 訪問（9.15） 

茂木オンラインイベント（9.22） 

茂木リアルイベント（10.29、10.30） 

茂木地区、戸石地区視察（11.17） 

茂木バレー構想 ミーティング（Web 会議）（1.14、1.28、2.28、3.29、4.27、5.9） 

WDL 石川さん×NAIGAICREW×茂木 Web 会議（12.15） 

株式会社チョープロ 荒木社長面談（1.11） 

茂木バレーサテライトオフィス開所式準備（5.18） 

茂木バレーサテライトオフィス開所式（5.20） 

ダイヤゴナルラン イベント（5.21） 

ヴァンクラフト×茂木ミーティング（6.29、7.14） 

ヴァンクラフト×茂木×ゼンリン Mtg （7.27） 

   

○ ヘルスケア関連イベント 

ヘルスケアイベント打合せ（Web 会議）（8.17、11.25、12.10、12.21、1.7、1,14、1.28、2.18、3.2、

3.10、4.1、4.20、4.27、5.11、5.24、5.27、5.31、6.3、6.8、7.5） 

ヘルスケアアイデアソンイベントオンライン懇親会（10.1） 

ヘルスケアイベント＠CO-DEJIMA（12.4） 

ヘルスケア オンラインイベント（Web）（3.12） 

第二回ヘルスケアアイデアソン＠ダイアゴナルラン長崎（6.4） 

ヘルスケアミーティング県立大学 竹内先生（Web 会議）（6.28） 

 

○ クリエイティブ関連イベント 

クリエイティブ×長崎ミーティング（1.7、2.4、2.24） 

【Metalium×エールラボえひめコラボイベント】（Web）（2.16） 

直感ドリブンコミュニケーションの実践 ～違いに見出す生存戦略～イベント＠CO-DEJIMA（４.23） 

「直感ドリブンコミュニケーションの実践」Mtg（Web）（４.26） 

 

○ フィッシュマーケット関連イベント 

FM トライアルミーティング（Web 会議）（4.21、4.25、5.2、5.23、5.30、6.6、6.13） 

「長崎文化横丁 in 茂木」開催（6.17～6.19） 
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茂木横丁メンバーの会＠ながや（7.7） 

横丁プロジェクト Mtg（Web 会議）（7.4、7.11、7.25） 

 

○ JISA「長崎の地域課題解決に向けた新規事業共創プロジェクト」 

SIBUYA QWS 視察（6.30） 

渋谷スクランブルスクエア株式会社 野村部長、星川チーフ面談（6.30） 

アールイー株式会社 大慈弥代表取締役と Mtg（6.30） 

東急株式会社 熊田課長補佐、阿部氏と Mtg（6.30） 

伊藤忠インタラクティブ株式会社 土居氏、水谷氏と Mtg（6.30） 

JISA ワークショップ＠Innovation Space DEJIMA（７.1） 

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社、株式会社イー・エージェンシー各担当者面談（7.1） 

NEC ソリューションイノべータ株式会社担当者面談（7.1） 

株式会社シーエーシー担当者面談（7.1） 

株式会社構造計画研究所担当者面談（7.1） 

有楽町 SAAI 視察（7.2） 

一般社団法人ワークデザインラボ石川代表理事との Mtg（7.2） 

財務省 情報化統括責任者(CIO)補佐官 最高情報セキュリティアドバイザー兼 

デジタル庁 ソリューションアーキテクト大久保氏面談（7.2） 

大塚ホールディングス株式会社 IT 企画部 佐野部長補佐、南係長面談（7.2） 

 

○ クラウドファンディング関連 

十八親和銀行地域振興部 長尾副部長（打合せ）（R3.12.13） 

臥牛窯（佐世保三川内）（R3.8.11、8.6） 

    

○ イベント、セミナー等 

      第 57 回スタートアップラウンジ Jigemon セミナー(CO－DEJIMA)（9.22） 

CO-DEJIMA web サイトミーティング（1.4） 

「Nagasaki Startup Compass サミット 2022～＃スタートアップで切り開く長崎の未来～」（3.20） 

DIAGONAL RUN NAGASAKI オープニングオンラインイベント（Web）（1.17） 

     

○ 地元スタートアップ企業による地元企業採用支援（若者定着支援） 

PAL FLAGs 面談（8.6、8.27、9.9、10.5、1.20、5.30） 

PAL FLAGs 長崎商工会議所 面談フォロー（9.7） 

N なび（長崎県県若者定着課、PAL FLAGs）面談（9.13） 

株式会社 J-KE NAGASAKI 高橋社長、中村氏 訪問（10.13） 

CAC と PAL FLAGs とのミーティング（10.18） 

長崎船舶装備株式会社 松浦常務 訪問（10.21） 

株式会社テレビ長崎 KTN 松岡様 訪問（10.22、12.1） 

KTN 松岡さん、PAL FLAGs 面談（12.1、12.21） 

長崎県広報課＆PAL FLAGs 面談（1.13） 

株式会社イシマル オフィス見学.ＰAL ＦLAGS 同行（1.17） 

JNC、PAL FLAGs 打合せ（2.7） 
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日本紙器 訪問.ＰAL ＦLAGS 同行（2.7） 

オリックス生命 訪問（６．１４） 

 

○ オープンイノベーションによる高付加価値観光コンテンツ創出 

   長崎県観光連盟 訪問（1.12） 

やまさ海運株式会社 訪問（1.13） 

長崎空港事務所 訪問（1.28） 

長崎創生推進室久保室長 面談（5.13、5.19） 

手塚氏 訪問（5.27） 

エアシェア×雲仙市（Web 会議）（6.1） 

i＋Land nagasaki 島田副総支配人 訪問（6.1） 

エアシェア×i＋Land Nagasaki (Web 会議)（6.16、６.２９、） 

長崎自動車 平家取締役 面談（7.5） 

長崎市久保室長、i＋Land nagasaki 三田村氏、辻田氏 面談（7.６） 

 

⑨ 直接事業者等と連携した活動 

SHINJU INTERNATIONAL 株式会社（8.4） 

株式会社オリエントアイエヌジー 訪問（8.4） 

VR（ﾊﾞｰﾁｬﾙﾘｱﾘﾃｨｰ）について面談（MuuMu 川口氏）（8.17） 

株式会社長崎新聞社 訪問、来訪（8.19、4.12、4.15、5.17） 

株式会社長崎新聞社 高比良様 面談（10.27） 

有限会社 新緑 訪問（8.24） 

長崎文化放送株式会社 NCC 訪問（10.1） 

協和機電工業株式会社 訪問（10.11、4.20） 

長崎自動車株式会社 平家顧問 面談（10.12、10.13） 

長崎自動車株式会社 嶋崎社長 訪問（11.22、12.1） 

協同組合三菱長船協力会 訪問（10.15） 

インターアクト 鈴木氏（Web 会議）（10.26） 

JR 九州駅ビルホールディングス株式会社 赤木社長訪問（11.19、1.7） 

KDDI ロケーションアナライザー説明（11.25） 

技研商事インターナショナル株式会社 西田様 会議（12.6） 

VR（ﾊﾞｰﾁｬﾙﾘｱﾘﾃｨｰ）について：クラスター株式会社亀谷様（Web 説明会）（1.20） 

ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社 馬場 TEC 長 訪問（4.12） 

株式会社大島造船所 下田取締役 訪問（4.13） 

長崎県 新産業創造課 香月課長、黒島企画監、清田補佐 訪問（4.14）  

長崎大学 先端創薬ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 田中義正教授（面談.訪問）（5.19、6.8、6.23、7.8） 

長崎大学ヘルスケア説明会 田中義正教授（7.4） 

N-サンガク 数 喬城代表取締役、テクノスズタ 田中様 面談（5.31、7.11） 

長崎大学 池田 URA 面談（6.1） 

Beyond Next Ventures 株式会社 津田マネージャー.矢藤アソシエイト（Web 会議）（6.16） 

NIB 溝口部長および映像クリエイター 面談（６.２3） 

NTT 西日本 訪問（6.27） 
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東芝三菱電機産業システム株式会社 善家長崎事業所長 訪問（6.28） 

 

⑩ 誘致企業等と地域事業者との連携を目的とした活動 

CTC 五十嵐様、土居様 （Web 会議）（8.18） 

株式会社 CAC ラボ 打合せ（8.18、10.1） 

株式会社 CAC 白崎様 面談（10.1） 

長崎県産業振興財団 訪問（4.5）  

(前)長崎県産業振興財団誘致本部 篠崎本部長 面談（5.19） 

長崎県産業振興財団東京企業誘致センター 鏡脇 CM 面談（5.19） 

株式会社ゼンリン橋本様 面談 （4.13、6.8） 

株式会社ゼンリン MaaS 企画部 藤尾部長：ストローカル MaaS の説明（Web 会議）（4.14） 

株式会社ゼンリン 鶴岡参与.橋本課長 面談（5.18） 

トヨタ自動車 先端技術 C 荒木主幹（Web 会議）（4.14） 

トヨタ自動車 中西事業開発本部長（Web 会議）（4.21） 

トヨタ自動車 新事業企画部（Web 会議）（5.16） 

栗山造船 社長、産業振興財団 牧野氏 面談（6.8） 

トヨタ自動車、栗山造船鉄工 （Web 会議）（6.30） 

鹿島リース株式会社 夛田営業第二部営業統括部長ほか 面談（4.15） 

株式会社デンソーウェーブ 佐藤ｿﾘｭｰｼｮﾝ開発部長ほか 面談（4.18） 

SCSK 株式会社 遠藤参与.フェローほか 面談（4.18） 

宮崎徹教授 AIM プレゼンテーション 振興財団（4.18）  

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 瀧口社長他 面談（5.10） 

アークレイ株式会社 松田取締役.アークレイ長崎開発センター 白木社長 面談（5.13、5.26） 

株式会社日本冷熱 石川社長 面談（5.16、6.6） 

株式会社カネミツ長崎工場 訪問（5.13） 

株式会社カネミツ 小溝グループ長（Web 会議）（6.1） 

双日 寺田顧問（地域活性化推進担当）面談（5.24、7.1） 

アフラック生命保険株式会社 二見取締役専務執行役員（Web 会議）（5.25） 

澤山商会 中村副社長 訪問（5.25） 

澤山商会、商船三井 面談（6.3） 

テルモ株式会社 鮫島常務執行役員（Web 会議）（5.26） 

オリックス生命保険株式会社 添野常務執行役員.榎本業務役員 面談（5.27） 

株式会社神鋼環境ソリューション 大濱社長、浜田 DX 推進室長他 面談（5.31） 

東京大学航空宇宙工学専攻中須賀教授、NITTOKU 株式会社 杉本 宏特別顧問（Web 会議）

（5.31） 

オーカワラテック株式会社 小柳社長（Web 会議）（6.2） 

オリックス株式会社長崎支店 末積支店長 訪問（6.2） 

NITTOKU 株式会社 杉本特別顧問 面談（6.3） 

KTX 株式会社 平山顧問 他 面談（6.7）、野田社長（Web 会議）（6.15） 

京セラコミュニケーションシステムズ株式会社 河野技術戦略部長 訪問（6.7） 

株式会社ニーズウェル 村尾長崎開発センター長 訪問（6.9） 

ペプチドリーム株式会社 金城副社長（Web 会議）（6.10） 
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株式会社山下金型 毛利顧問 面談（6.16） 

株式会社小出製作所 小出社長（Web 会議）（6.21） 

神戸医療産業都市推進機構 クラスター推進センター 花谷統括監、山本事業推進課長、 

医療イノベーション推進センター 川本センター長、山口事業開発グループリーダー（Web 会議）（7.4） 

小野薬品工業株式会社 辻中取締役専務執行役員(経営戦略本部長)  （Web 会議）（7.７） 

住友ファーマ株式会社 木村代表取締役 兼 専務執行役員 （Web 会議）（7.７） 

アフラック生命保険株式会社 二見取締役専務執行役員、松尾執行役員、橋口氏による 

長与町 健康保険部 富永部長、藤﨑課長へのプレゼン（7.15） 

株式会社澤山商会 中村代表取締役社長 面談（7.20） 

カラビナテクノロジー株式会社 大淵プログラマー （Web 会議）（7.２０） 

 

⑪ その他諸活動(推進会議関係の面談、講演会、協議会への参加等) 

      長崎県物産ブランド推進課 打合せ（8.18） 

長崎海洋産業クラスター形成推進協議会 訪問（9.10、10.15、10.27、2.10、2.16、4.19） 

長崎海洋産業クラスター形成推進協議会の令和 4 年度通常総会・記念講演会（5.27） 

長崎県庁舎跡地活用室 室長 訪問（9.8） 

長崎市商工部長訪問（推進会議監査） 訪問（8.18） 

長崎経済同友会 平松副代表幹事 訪問（8.25） 

長崎県企画部 吉田政策監 訪問（8.27、10.4） 

中華人民共和国成立 72 周年記念式典（Web）（9.24） 

長崎経済同友会 長崎コミュニティハピネス活動 第 2 回ランチセッション（9.30） 

長崎市地方創生推進室 訪問（10.7） 

長崎開港 450 周年記念講演・シンポジウム（10.17） 

「エネルギー版産学官民連携スタートアップ Web セミナー」（10.6、12.23、3.10） 

長崎県産業労働部 訪問（10.22） 

K-RIP（Web セミナー）（10.25） 

長崎商工会議所 高嶋部長 訪問（11.17） 

長崎市産業雇用政策課 訪問（11.19） 

長崎県政策調整課 訪問（11.19） 

～KDDI の位置情報ビッグデータからみる観光動態と商圏分析～（11.25） 

長崎県議会 総務委員会（12.10） 

長崎県立大フォーラム（12.10） 

長崎商工会議所青年部 政策提言発表会（12.22） 

ながさき IT フェア 2021（12.25，12.26） 

「観光を活用した持続可能な地域経営の普及・促進に関するシンポジウム」（Web）（12.8） 

長崎青年会議所 新年互例（1.11） 

宮本マネージャー訪問（1.13） 

高浜寛アーティストトークイベント（1.15） 

1 月度 JIF 全国実践会（Web）（1.19） 

長崎県高校教育課 訪問（2.1） 

九州経済白書説明会（Web）（2.9） 

日本船舶海洋工学会シンポジウム（Web）（2.9） 
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「サイバーセキュリティ対策の必要性と脅威について」（3.10） 

ながさき女性活躍推進会議企画委員会（3.23） 

第１回長崎市サテライトオフィス等利活用促進費補助金交付選定審査会（Web 会議）（6.9） 

経営の打ち手カンファレンス 出席【NCC 長崎文化放送】（6.16） 

女性のためのミドルマネジメント講座（6.16、6.23、7.7、7.14、7.20） 

地域経済活性化シンポジウム in 長崎（Web）（6.２８） 

長崎県経営者協会 記念講演会（7.4） 

東急株式会社 事業統括グープ 戦略担当 新宿プロジェクト企画開発室 貴島課長 面談（7.7） 

株式会社 Signpost 不動産 松島専務取締役 訪問（7.７） 

長崎県 企画部 デジタル戦略課 訪問（7.8） 

株式会社ビザスク ビザスク partner 事業部 渡壁氏 （Web 会議）（7.12） 

第 2 回長崎市サテライトオフィス等利活用促進費補助金交付選定審査会（7.14） 

長崎県土木部 坂田参事監、都市政策課 井手課長補佐 面談（7.14） 

長崎商工会議所、長崎市商工部、長崎県企画部 面談（7.14） 

長崎県広報課 若者意見交換会 傍聴（7.25） 

 

⑫ 広報活動 

第 23 回長崎サミット YouTube 配信（11.4） 

株式会社ティエルエス ホームページリニューアル打合せ  

（7.27、8.11、8.19、10.8、10.18、12.10、1.11、2.8、2.17） 

長崎都市経営戦略推進会議ホームページリニューアル公開（2.7） 

NBC「Pint！」打合せ（8.10、9.2、10.22、12.21、3.1、4.7、5.12、6.1、7.4） 

       【NBC テレビ「Pint！」長崎 NEXT スタイル 放送】 

※ 4 月以降は放送終了後に NBC の YouTube チャンネルに掲載 

※ 同時に推進会議ホームページに掲載 

⚫ コロナを見据えた「体験型」観光コンテンツ（7.2） 

⚫ コオロギが食糧危機を救う！？広がる昆虫食ビジネス（8.30） 

⚫ サブスクで未利用魚を活用へ（9.23） 

⚫ 地域の新たな力に 県外企業の動き（9.29） 

⚫ 自治体×銀行 電子通貨で地域活性化 南島原市「MINA コイン」（10.18） 

⚫ 「島のおいしいものを全国へ.離島振興地方創生協会」（12.20） 

⚫ 東京の大学生と長崎の漁業者が連携  大学生ベンチャー企業「ミズリンク」が、餌やり、赤潮対策などＤＸ

で漁業の効率化を目指す※ ウィークリー・オピニオンとコラボ （1.26） 

⚫ 「カーボンニュートラル」洋上風力発電、森林資源を活用したバイオマス燃料。西海市の取組み。「循環型

社会」実現の重要性を紹介。（2.28） 

⚫ 「ながさきで働く」若者を増やそうと頑張る女子大生起業家（3.14） 

⚫ 長崎駅「かもめ市場」を観光の起点に（4.25） 

⚫ オープンイノベーション拠点 Mogi Note 誕生（5.30） 

⚫ 「アイディアソン」を長崎市や十八親和銀行で作る新規事業創出の支援団体「ナイガイクルー」が実施。

（6.27） 

⚫ ※ ウィークリー・オピニオンとコラボ （7.27） 



長崎都市経営戦略推進会議　第12期【決算】（案）

（自令和3年8月1日　至令和4年年7月31日）

【貸借対照表】

（令和4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3年8月1日　至令和4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

25,337,635

25,337,635

25,337,635

25,337,635

18,237,662 18,237,662 0

17,684,662 25,337,635 7,652,973

△ 553,000 7,652,9737,099,973

23,705,159

△ 553,000 7,099,973 7,652,973

33,053,000 △ 9,347,841

10,153,000 9,818,574 △ 334,426

雑費 300,000 157,724 △ 142,276

旅費 200,000 72,930 △ 127,070

交通費 200,000 221,440 21,440

9,253,000 9,253,000 0

通信費 200,000 113,480 △ 86,520

22,900,000 13,886,585 △ 9,013,415

広報費 4,600,000 3,756,500 △ 843,500

印刷費 300,000 164,114 △ 135,886

活動費
4,000,000 26,600 △ 3,973,400

13,000,000 9,123,604 △ 3,876,396

会議費 1,000,000 815,767 △ 184,233

32,500,000 30,805,132 △ 1,694,868

25,337,635

科　　目
第12期 第12期 差額

予算額① 決算額② ②-①

183 183

32,500,000 30,804,949 △ 1,695,051



【事業活動収入明細】

【事業活動支出明細】

（別掲) （単位：円）

長崎商工会議所

長崎ＭＩＣＥ誘致推進協議会

NAGASAKIしごとみらい博実行委員会

株式会社ジョイフルサンアルファ

対　　象　　先

長崎海洋産業クラスター形成推進協議会

事

　

業

　

費

管

　

理

　

費

長崎都市経営戦

略サポート資金

PT・事務局他

1,000,000

72,930

221,440

157,724

1,500,000

金　額

1,500,000

内　　　容

受取助成金

TV「NBC長崎放送　Pint！」ｺｰﾅｰ企画代2,860千円、サミットWEB配信手数料605千円、HP

年間保守料（TLS第12期分）270千円、HP更新管理料22千円

複合機128千円、外部印刷36千円

・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　9,253千円

・R3.9.16支払分1,542千円、R4.2.10支払分4,627千円、R3.7.13支払分3,084千円

会議費

印刷費

広報費

9,123,604

3,756,500

164,114

9,253,000

113,480

合　　計　　 9,123,604

・(一社)長崎都市経営戦略支援協会からの助成金

　　2021/12/24：30,000,000円、2022/7/7：804,949円

サミット1回518千円、推進会議2回35千円、お茶15千円、Web会議システム更新一式：35

千円、会議システム機材204千円、ポータブルSSD9千円

別掲

30,804,949

815,767

26,600

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

「長崎夜曲」中高生ﾘﾚｰ演奏ﾑｰﾋﾞｰ制作・発表に対する協賛金（長崎夜景ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ実行委員

会）：20千円、長崎市商工部長 田中様慰労会費：6千円

長崎文化放送株式会社

（メディアビジネス局本社営業部）
県産魚メニューを主体とした屋台形式飲食市場実証実験 1,500,000

郵便料・宅急便2千円、インターネット利用料87千円、

電話料金（電報代含む）24千円

長崎⇔東京「JISA+出島式ﾌﾟﾗｽ(五反田)」「PARK COFFEE(大井町)」他（寳珠）

タクシー90千円、Nﾀｽ（ﾁｬｰｼﾞ）131千円

事務用品・来客用お茶等27千円（除菌グッズ含）、中型印・ゴム印代10千円、Web関係機

材・アプリ利用料他31千円、ネットバンキング利用料・振込手数料19千円、名刺36千円、新年

会等会費12千円、セミナー講師謝礼22千円

1,500,000

作業台船向けのユニット型動揺低減装置の開発

「出島メッセ長崎」開業効果の活用とアフターコロナを想定したコンベンション誘致

「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２０２１」開催

おさかなサブスク　第二次実証実験

高付加価値「長崎かんぼこ」開発プロジェクト 1,000,000

1,123,604



単位：円

事業主体 内　容 ステータス 総事業費 うちサポート資金

1
NAGASAKIしごとみらい博実行委員会

（ジョブネットワークセンター）
■NAGASAKIしごとみらい博2021
　・ハイブリッドイベント運営

事業完了 8,445,530 1,000,000

2
長崎MICE誘致推進協議会

（長崎国際観光コンベンション協会）

■コンベンション誘致
　・MICE施設説明会
　・サービスカタログ作成
　・キーパーソン派遣・招聘

資金拠出済 1,500,000 1,500,000

3 ジョイフルサンアルファ
■おさかなサブスク第二次実証実験
　・とれたての魚を食べやすくカット・凍結し、首都圏の消費者に
　　サブスクリプションモデルで販売

事業完了 19,750,000 1,500,000

4 長崎海洋クラスター形成推進協議会

■作業台船向けユニット型動揺低減装置開発
　・仕様検討、データ取得
　・推定計算手法獲得
　・大学、地元企業との共同研究開発

事業完了 6,000,000 1,500,000

5
長崎留学生支援コンソーシアム
（長崎留学生支援センター）

■留学生支援センター活動費
　・同窓会活動支援（交流事業）情報発信、就職支援

交付決定済 13,000,000 1,500,000

6 長崎商工会議所 ■高付加価値「長崎かんぼこ」開発
　・産学官が各種支援策を組み合せ伴走型による支援

交付決定済 2,000,000 1,500,000

7 長崎文化放送

■長崎文化横丁in茂木
県産魚メニューを主体とした屋台形式飲食市場実証実験
　　・屋台出店
　　・プロモーション

事業完了 2,226,550 1,500,000

合　計 52,922,080 10,000,000

長崎都市経営サポート資金実績等一覧（第5期：R3.8.1～R4.7.31）　　　　　　　　　　



単位：円

長崎MICE誘致推進 ■コンベンション誘致支援 ■誘致活動支援、受注拡大 ■MICE誘致、受入体制強化 ■コンベンション誘致 ■コンベンション誘致
協議会 　地元j受注拡大受入環境 　受入体制整備 　・研修、PCOマッチング 　・MICE施設説明会

　整備 　・キーパーソン誘致活動支援 　・誘致ツール、カタログ作成 　・サービスカタログ作成
　・MICEスクール共催 　・MICEスクール共催 　・キーパーソン派遣・招聘
　・開業2年前イベント支援 　・開業1年前イベント支援

総事業費 5,240,000 10,000,000 7,239,000 1,123,604 1,500,000 25,102,604
うちサポート資金 5,240,000 8,700,000 6,700,000 1,123,604 1,500,000 23,263,604
長崎留学生支援 ■留学生支援センター活動費 ■留学生支援センター活動費 ■留学生支援センター活動費 ■留学生支援センター活動費 ■留学生支援センター活動費
コンソーシアム 　・住居提供、交流活動、 　・生活支援、交流事業、 　・生活支援、就職支援、交流 　・同窓会活動支援（交流事業）
（長崎留学生 　在留研修会、生活実態調査 　募集広報事業、情報発信・ 　事業、情報発信、研修 　情報発信、就職支援
　　　支援センター） 　就職支援 　相談窓口
総事業費 28,468,000 27,495,000 12,400,000 12,088,184 13,000,000 93,451,184
うちサポート資金 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,500,000 1,500,000 9,000,000
長崎海洋クラスター ■海洋エネルギー関連産業 ■洋上アクセス船低動揺・ ■洋上アクセス船低動揺・ ■作業台船向けユニット型 ■県内企業等で共同開発した
形成推進協議会 　拠点形成サプライチェーン 　低コスト化技術開発 　低コスト化技術開発、応用展開 　動揺低減装置開発  浮体式ライダーMIAの商用化に

　形成事業 　・船型技術開発 　・船型技術開発 　・仕様検討、データ取得  向けた改良事業
　・関連企業ヒアリング 　・基本仕様検討 　・適用技術開発 　・推定計算手法獲得
　・企業データベース構築 　・ブイ開発への適用 　・大学、地元企業との共同研究開発

総事業費 4,442,717 6,000,000 5,367,287 4,253,077 19,100,000 39,163,081
うちサポート資金 3,200,000 1,000,000 2,500,000 1,500,000 1,500,000 9,700,000
NAGASAKIしごと ■H30年度NAGASAKI ■2019NAGASAKI ■NAGASAKI ■NAGASAKI
　みらい博実行委員会 　しごとみらい博開催経費 　しごとみらい博   しごとみらい博2020 　しごとみらい博2021
（ジョブネットワーク 　・就活前の学生に地元企業 　・同左 　・企業PR動画公開 　・ハイブリッドイベント運営
　センター） 　に目を向けさせる 　・オンラインによる学生・企業

　・企業・学生情報交換 　交流
総事業費 5,950,000 7,824,259 3,960,000 8,445,530 26,179,789
うちサポート資金 1,440,000 1,350,000 800,000 1,000,000 4,590,000
長崎国際観光 ■DMO形成推進 ■観光客消費拡大を図る
コンベンション協会 　・動画コンテンツ開発 　プロモーション実施

　・大学生による観光まち 　・SNS活用したプロモーション
　づくり 　・SNSターゲティング広告

総事業費 10,702,160 7,500,000 18,202,160
うちサポート資金 3,000,000 1,500,000 4,500,000
FFG ■長崎学生ビジネスプラン ■長崎学生ビジネスプラン
十八銀行 　コンテスト2018 　コンテスト2019
親和銀行 　・起業に関する育成支援、 　・教育プログラム

　チャレンジ精神醸成 　・ビジネスプランコンテスト
　・ビジネスプランコンテスト

総事業費 3,200,000 3,200,000 6,400,000
うちサポート資金 100,000 100,000 200,000
長崎夜景プロモーショ ■「長崎夜曲」使用契約延長
ン実行委員会 　・原盤使用許諾

　・音楽著作権使用許諾
総事業費 3,500,000 3,500,000
うちサポート資金 2,500,000 2,500,000
長崎大学 ■陸上飼育高度化基盤整備
海洋未来 　・閉鎖循環水槽からの
イノベーション機構 　　　データ取得、調査等
総事業費 2,133,590 2,133,590
うちサポート資金 250,000 250,000
長崎青年会議所 ■大学生による観光まちづくり

　・大学生が企画する
　　プロジェクトの推進

総事業費 2,901,000 2,901,000
うちサポート資金 889,192 889,192
ながさきかんぼこ王国 ■キッチンカーの購入、改修

　移動販売
総事業費 2,924,293 2,924,293
うちサポート資金 1,195,293 1,195,293
長崎大学 ■ドローンによる造船生産物 ■水上ドローンによる浚渫

　管理システム構築 　管理システム
　・造船大型部材管理のため 　・安全に接岸可能なシステム構築
　ドローンシステム開発・検証 　・測定可能なドローン開発

　・造船所における実証実験
総事業費 600,000 800,000 1,400,000
うちサポート資金 500,000 700,000 1,200,000
長崎商工会議所 ■高付加価値「長崎かんぼこ」

　開発
　・産学官が各種支援策を組み
　合せ伴走型による支援

総事業費 1,060,940 1,060,940
うちサポート資金 1,000,000 1,000,000
長崎文化放送 ■長崎文化横丁in茂木

　県産魚メニューを主体とした
　屋台形式飲食市場実証実験
　　・プロモーション
　　・屋台出店

総事業費 2,226,550 2,226,550
うちサポート資金 1,500,000 1,500,000
ジョイフルサンアルファ ■おさかなサブスク第二次 ■おさかなサブスク第三次

　実証実験 　実証実験
　・とれたての魚を食べやすくカット・凍結し 　・Googleと連携した
　首都圏の消費者にサブスクモデルで販売 　　プロモーション施策の実施・検証

総事業費 19,750,000 19,750,000
うちサポート資金 1,500,000 1,500,000 3,000,000
toitoitoi 「チェキ」×「観光」×「データ」×

「地域活性化」×ヘルスケア

総事業費 0
うちサポート資金 1,500,000 1,500,000
長崎青年会議所 住吉商店街「地域活性化」

総事業費 0
うちサポート資金 1,500,000 1,500,000
ティエルエス ■長崎大学熱帯医学研究所と

連携した電子母子手帳登録システム

総事業費 0
うちサポート資金 1,500,000 1,500,000
総事業費合計 63,636,467 68,444,552 29,766,287 66,471,335 33,600,000 261,918,641
うちサポート資金合計 17,730,000 17,234,485 12,700,000 9,123,604 10,500,000 65,788,089

サポート資金等累計

長崎都市経営サポート資金実績等一覧（2期～6期）

事業主体 第2期
（H30.8.1～R1.7.31）

第3期
（R1..8.1～R2.7.31）

第4期
（R2.8.1～R3.7.31）

第6期
（R4..8.1～R5.7.31）

第5期
（R3..8.1～R4.7.31）



1 

 

長崎都市経営戦略推進会議 第 13 期 

【事業計画】（案） 

【令和 4 年 8 月 1 日～令和 5 年 7 月 31 日】 

 

１．活動方針 

長崎サミットにおいて提示された産・官・学が連携して取り組む方向性に基づきオープンイノベ

ーションの手法も用いて、より具体的な成果を目指して活動していく。 

 

２．長崎サミット 

   長崎サミットは、産・官・学 7 団体のトップが集い、「行きたくなる、住みたくなるまちづくり」、

「地域の産業を担う人材育成・確保」、「長崎を知っていただくブランディング」、「長崎をさ

らに発展させる産業振興」の 4 つを横断的な活動分野と位置づけ、連携して取り組む方

向性を提示・確認する会合として、原則年２回開催することとしているが、本年度は第

24 回の延期を受け 3 回の開催を予定している。 

○ 第 24 回長崎サミット 

期日：令和 4 年 8 月 22 日 

場所：ホテルニュー長崎 

○ 第 25 回長崎サミット 

期日：令和 5 年 1 月（予定） 

場所：未定 

○ 第 26 回長崎サミット 

期日：令和 5 年 6 月（予定） 

場所：未定 

 

３．長崎都市経営戦略推進会議 

○ 第 19 回長崎都市経営戦略推進会議 

期日：令和 4 年 8 月 10 日 

場所：十八親和銀行本店 10 階ホール 

○ 第 20 回以降については月１回程度開催予定 

 

４．長崎都市経営戦略サポート資金 

 ○ 長崎サミットプロジェクト関連事業への助成 

一社）長崎都市経営戦略支援協会からの助成金を基に、長崎地域の経済活性

化に資するプロジェクトに対する助成を支援協会事務局と一体となって実施 
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５．主要施策等に係る活動 

  ○ これまでのワーキング等に基づき他団体等と連携した事業推進活動 

＜長崎夜景プロモーション実行委員会＞ 

＜長崎かんぼこ王国推進委員会＞ 

＜一般社団法人長崎留学生支援センター＞ 

＜若年者地域連携事業＞ 

＜長崎海洋産業クラスター形成推進協議会＞ 

＜MICE 誘致推進協議会＞ 

＜BSL-4 地域連絡協議会＞ 

＜ながさき海のオーケストラ＞ 

＜訪問客満足チーム（仮称）＞ 

＜若者がつくるまち住吉町プロジェクト＞ 

＜長崎ヘルスケア関連産業究会＞ 

○ NAIGAICREW と連携した事業推進活動 

＜おさかなサブスク＞ 

＜茂木バレー構想関連プロジェクト＞ 

＜ヘルスケア関連イベント＞ 

＜クリエイティブ関連イベント＞ 

＜フィッシュマーケット関連イベント＞ 

＜JISA「長崎の地域課題解決に向けた新規事業共創プロジェクト」＞ 

＜オープンイノベーションによる高付加価値観光コンテンツ創出＞ 

＜地元スタートアップ企業による地元企業採用支援（若者定着支援）＞ 

○ 事業者等と直接連携した活動 

○ 誘致企業等と地域事業者との連携を目的とした活動 

 

６．広報活動 

〇 地元テレビ局の報道番組における活動内容紹介特集企画 

※ 放送終了後テレビ局の YouTube チャンネルに掲載すると同時に、推進会議ホーム

ページに掲載 

〇 各種媒体を活用した活動内容紹介 



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3回、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 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 出張旅費

交通費 交通費(タクシー、バス、路面電車、JR)

雑費 事務用品等

長崎都市経営戦略推進会議　第13期

【収支予算（案）】
（自令和4年8月1日　至令和5年7月31日）

(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広報費3,500千円、

テレビ広報費2,600千円、ＨＰ年間運営費270千円、

HP更新費（委託）132千円/12ヶ月分

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

6,502

200

事

　

業

　

費

活動費

ＰＴ・事務局他

1,500

4,000

受取助成金収入 28,400

科　　目
第13期 第12期 対比

予算（A） 実績（B） （A）-（B）

活動費

684,233会議費 815,7671,500,000

28,400,000 30,805,132 △ 2,405,132

3,876,396

通信費 200,000 113,480

2,745,500

35,886

広報費 6,502,000 3,756,500

印刷費 200,000 164,114

86,520

雑費 300,000 157,724

旅費 200,000 72,930

交通費 200,000

142,276

127,070

221,440 △ 21,440

28,400,000 30,804,949 △ 2,404,949

183 △ 183

9,253,000 9,253,000 0

25,202,000 13,886,585 11,315,415

4,000,000 26,600 3,973,400

13,000,000 9,123,604

18,382,635 25,337,635 △ 6,955,000

△ 6,955,000 △ 14,054,9737,099,973

25,337,635 18,237,662 0

10,153,000 9,818,574 334,426

23,705,159

△ 6,955,000 7,099,973 △ 14,054,973

35,355,000 11,649,841


