
Ｃ１-１ 域外からの外貨獲得をめざす地場企業を支援します

Ｃ１-２ 商店街・商店の利用を促進します

Ｃ１-３ 卸売市場機能の充実と強化を図ります

Ｃ２-１ 地場企業の域外への販路拡大を支援します

Ｃ２-２ 地場企業のアジアをはじめとする海外展開を支援します

Ｃ３-１ 人材育成を支援します

Ｃ３-２ 人材の確保を支援します

Ｃ３-３ 経営の効率化や生産性強化を図ります

Ｃ４-１
産学官や異業種間で連携しながら、創業や新分野への進出
を促します

Ｃ４-２ 域外から新たな企業の立地を促進します

Ｃ５-１ 地域ブランドの育成を推進します

Ｃ５-２ 意欲ある農林業者の育成確保を図ります

Ｃ５-３ 安心して農林業を営む環境づくりを進めます

Ｃ６-１ 安定した水産資源の管理・回復を図ります

Ｃ６-２ やる気、収益性アップの経営体づくりを進めます

Ｃ７-１ 新たな販路拡大や消費拡大を図ります

Ｃ７-２ 長崎ならではの食材や食文化の魅力を発信します

Ｃ７-３ 食育体験を推進し、食に対する意識の醸成を図ります

Ｃ５ 農林業に新しい活力を生み出します

Ｃ６ 水産業で長崎の強みを活かします

Ｃ７
地元農水産物を活かして食関連産業を
活性化します

Ｃ２ 域外経済への進出を加速します

Ｃ３ 地場企業の経営資源を強化します

Ｃ４
新しい企業・新しい産業を創造し育成
します

まちづくりの方針

Ｃ 私たちは「活力に満ち、発展し続けるまち」をめざします

基本施策 個別施策

Ｃ１
交流を活かした地場企業の活性化と域
内経済の循環を促します
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Ｃ１

交流の産業化リーディング
事業
＜※再掲：A3-1＞

〇民間の「交流の産業化」に資する取組みを支援し、交流の産業化を加速させていくた
め、事業を公募し、有識者による審査を経て補助金を交付する。事業の実施にあたって
は、専門家によるサポートを行い、事業効果の向上を図る。
　・平成30年度～令和2年度：新規事業の募集、採択及び採択事業への補助金交付
　・令和3年度：令和2年度採択事業への補助金交付（新規事業の募集及び採択は行わ
　　ない。）

【長崎創生推進室】

ナイトタイムエコノミー推
進事業

〇将来のナイトタイムエコノミー（夜間に行われる経済活動）の推進につながる長崎市
ならではのコンテンツを創出させる事業として、事業者からの提案による自主的かつ主
体的なチャレンジ事業を募集し、コロナ禍において失われている夜間消費の回復・拡大
を図るための取組みを行う。

　・採択した提案事業に対し、事業に係る経費やプロモーション、関係者との調整
　　の点から、事業者のチャレンジを支援する。
　　　令和3年度　事業立ち上げ、準備
　　　令和4年度　事業実証、サービス改善
　　　令和5年度　事業の自走、事業化・事業拡大【商工振興課】

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

まちなか商店街誘客費補助
金

○人口減少等により縮小する域内市場において新たな市場の開拓を促すため、国内外か
らの観光客を顧客層として、その誘客・消費拡大につながる意欲とアイディアのある商
業者の事業を支援する。
　・中心市街地活性化基本計画区域、平和町・松山町区域に店舗・事業所を有
　　する小規模事業者に対する補助（外国語表記の看板･POP･メニュー、免税
　　対応システム、テイクアウト型サービス等）

【商工振興課】

取組方針 3 支援の仕組みづくり

取組方針 2 域外からの消費の吸引

Ｒ3
主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

長崎水産練り製品ブランド
化支援事業
＜※再掲：C2-1＞

○長崎の水産練り製品の地域全体の売上増を図るため、ブランド化を展開し、地域経済
の振興につなげる。
　・協働や連携による商品・メニューづくりなど
　・域内外両面の事業展開（長崎かまぼこの知名度を高めることによる、需要
　　喚起・取込み）
　・次世代への食文化の継承
　・事業主体：長崎蒲鉾水産加工業協同組合

【商工振興課】

長崎街道シュガーロード推
進事業

○江戸時代に砂糖が運ばれた長崎街道シュガーロードの歴史・文化を掘り起こし、魅力
ある地域づくりにつなげるため、沿道自治体と連携し、観光客への魅力発信を行う。
　・シュガーロード起点のまち長崎の情報発信（市内スタンプラリーの実施、
     シュガーロードフェアの開催など）
　・シュガーロード関係資料の収集や情報発信

【商工振興課】

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

個別施策 Ｃ1-1 域外からの外貨獲得をめざす地場企業を支援します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

地場企業が
地域資源を活かした魅力ある製品・サービスの開発により、域外からの来訪
者による売上を増やしている。

Ｒ3

基本施策 交流を活かした地場企業の活性化と域内経済の循環を促します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

地場企業が
地域資源を活かした魅力ある製品・サービスの開発により、域外からの来訪者
や市民による売上を増やしている。

取組方針 1 地域資源を活かした魅力ある製品・サービスの開発促進
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主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

商店街共同施設等整備事業

○商店街振興及び地域のにぎわい創出を図るため、商店街振興組合等が行う共同施設等
整備事業に対して支援する。

　
　・商店街共同施設等整備事業：商店街の共同施設整備や改修への支援
　　　　　　　　　　　　　　　アーケード改修、Wⅰ-Fi機器又は、防犯カメラの
　　　　　　　　　　　　　　　設置等

【商工振興課】

取組方針 3 商店街・商店の賑わい創出や魅力向上への積極的な取組みの推進

取組方針 2 商店街・商店の消費者や地域等のニーズ対応への意欲的な取組みの推進

Ｒ3

商店街等を核とする地域の
にぎわい創出支援事業

○商店街組織の運営力を強化するため、商店街の現状分析や課題抽出及び課題解決に向
けた活性化プランの策定、また、商店街組織自らによるにぎわい創出等に向けた取組み
を支援する。
・商店街活性化プラン策定支援事業：活性化プラン策定及び策定に伴うまちづくり
　　　　　　　　　　　　　　　　　セミナー受講、先進地視察などに対し、支援を
　　　　　　　　　　　　　　　　　行う。【商工振興課】

地区商工会補助金 〇商工業者の総合的な経営改善を図り、地域振興に寄与する市内3商工会に対し、運営
費及び事業費の一部を補助する。

【商工振興課】

営業時間短縮要請協力金 〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、長崎県の要請に応じて、営業
時間の短縮に協力した事業者に対して、協力金を支給する。

商店街等にぎわい復活支援
費補助金

○新型コロナウイルス感染症の感染拡大により失われた商店街等のにぎわいを復活させ
るため、商店街のほか各業界団体や実行委員会が実施するにぎわいの創出に資する取組
みを支援する。

　　令和２年度：（1）各種イベント（食べ・飲み歩き、スタンプラリー、
                              復活祭、クーポン券発行等）への支援
　　　　　　　　（2）新しい生活様式への対応に取り組む団体へのステッカー
　　　　　　　　　　  配付
　　令和３年度：（1）補助対象者を拡大するとともに補助限度額を増額し、
　　　　　　　　　　  各種イベントに対し支援する。【商工振興課】

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

【商工振興課】

取組方針 1 商店街・商店の直面する課題解決への主体的な取組みの推進

個別施策 Ｃ1-2 商店街・商店の利用を促進します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

商店街や商店が
消費者や地域の多様なニーズに対応し、特色を持って、市民や観光客等に日
常的に利用されている。
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取組方針 1 「経営展望」の具体的施策の推進

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

中央卸売市場オープン化推
進事業

○中央卸売市場経営展望における３つの方針（オープン化、イメージアップ、拡大）を
踏まえ「市民のための卸売市場」として役割、機能、取扱商品などを市民に理解してい
ただくため、市場開放を推進する。さらに「長崎市場直送の店」をＰＲすることで、市
内青果店の売上アップの支援を図る。
　・「青果まつり」の毎年開催
　・関連事業者棟の一般開放
　・「長崎市場直送店｣のＰＲ
　・卸売市場の魅力アップ事業の推進
　※新型コロナウイルス感染症の感染状況により実施を判断

【中央卸売市場】

中央卸売市場施設整備事業 ○青果物の安定供給のため、老朽化施設の整備を計画的に実施する。
　・令和3年度 ：冷蔵庫棟高圧受変電設備更新工事

【中央卸売市場】

中央卸売市場活性化推進事
業

○卸売市場活性化のため、中央卸売市場活性化推進事業を支援する。
　・長崎市場ブランド「ながさき市場じまん｣の普及と拡大
　　（糖度12度以上を厳選した｢長崎甘姫みかん｣など）

【中央卸売市場】

取組方針 2 卸売市場活性化に対する支援

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

個別施策 Ｃ1-3 卸売市場機能の充実と強化を図ります

５年後にめざす姿

対　象 意　図

市民が 継続的に青果物の安定供給を受けている。

Ｒ3
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Ｃ２

【商工振興課】

がんばらんば長崎市応援寄
附推進事業
＜再掲：H3-2＞

○地域経済の活性化を図るため、ふるさと納税制度を通じて、長崎市の魅力ある返礼品
を域外へ発信するとともに、寄附額の増加をめざす。

長崎水産練り製品ブランド
化支援事業
＜※再掲：C1-1＞

○長崎の水産練り製品の地域全体の売上増を図るため、ブランド化を展開し、地域経済
の振興につなげる。
　・協働や連携による商品・メニューづくりなど
　・域内外両面の事業展開（長崎かまぼこの知名度を高めることによる、需要
　　喚起・取込み）
　・次世代への食文化の継承
　・事業主体：長崎蒲鉾水産加工業協同組合

【商工振興課】

【ふるさと納税推進室】

 

チャレンジ企業応援補助金
＜※再掲：C3-3＞
＜※再掲：C4-1＞

○コロナ禍のなか、市内中小企業の経営基盤の強化を図るため、販路開拓の取組みをは
じめ、新製品開発、生産性向上、新事業展開などのウィズコロナ及びアフターコロナを
見据えた新たな取組みを支援する。
　・モール型ECサイトまたはBtoB向けECサイト参入販売促進支援
　・ネット販売向け新製品開発支援
　・ICT・IoT技術を活用した生産性向上支援
　・新事業展開支援

物産振興推進事業 ○長崎市内外の販路拡大により、売上げや取引機会の増加につなげるため、各種イベン
トや物産展に参加し、特産品のＰＲを支援する。
　・特産品のＰＲ

【商工振興課】

ものづくり支援事業

○長崎市内の中小企業が開発した製品等の対外的なブランド力を高めるため、新規性や
独自性に優れた製品・技術を、長崎市が「優れモノ」として認証しＰＲ等の支援を行
う。
また、認証製品のうち、長崎市役所で使途が見込まれる新商品については、「トライア
ルオーダー認定品」として長崎市が認定し、率先して購入することにより、企業の販路
開拓・拡大を支援する。
　・認証企業が実施する販路開拓事業に要する経費の一部補助
　・市ホームページ等の広報媒体でのＰＲ支援

【商工振興課】

取組方針 1 地域資源を活かした長崎固有の商品ブランド化促進、並びに集中的なＰＲ及び販路拡大支援

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

個別施策 Ｃ2-1 地場企業の域外への販路拡大を支援します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

地場企業が 域外での取引を拡大している。

基本施策 域外経済への進出を加速します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

地場企業が 市場での競争力を高め、域外で売上高を増やしている。
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主要事業名
【所管課】

事業概要

取組方針 2 国際定期航路の維持・拡大に向けた長崎港ポートセールスの強化

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

事業年度

Ｒ3

長崎港活性化センター補助
金

○地場企業の貿易活動を推進するとともに、長崎港に関連する産業の活性化を図るた
め、長崎港における貿易の振興のため活動を行っている「長崎港活性化センター」（事
務局：商工振興課内）を支援することにより、「長崎～釜山国際定期コンテナ航路」の
維持強化のための集荷活動及び貿易活動支援等を行う。
　・集荷活動
　・荷主への助成
　・貿易活動支援等

【商工振興課】

取組方針 1 地場企業の海外展開に向けた取組みの支援

貿易対策活動事業
○長崎港を拠点とした貿易の振興を図るため、企業の円滑な貿易業務の支援や、航路の
維持強化のための活動を行う。
　・貿易相談等による企業の貿易活動の支援
　・航路の維持・拡大のための集荷活動

【商工振興課】

Ｒ3

海外との取引を拡大している。

個別施策 Ｃ2-2 地場企業のアジアをはじめとする海外展開を支援します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

地場企業が
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Ｃ３

若年者雇用促進事業
○地元企業の積極的な採用活動を支援するとともに、働き方改革の推進等により企業の
受入態勢の強化を図る。
　・人材確保支援費補助金：オンラインを含む採用活動に対する補助
　・働き方の新しいスタイル推進事業：働き方改革等に関する啓発セミナー、講座の開
　　催

【産業雇用政策課】

取組方針 2 新卒者等の雇用確保

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

取組方針 1 地場企業の知名度向上

若年者雇用促進事業

○学生やその保護者における地元企業の知名度向上を図るため、ＳＮＳ等のオンライン
を活用した企業情報の発信を行う。
　・ＳＮＳ等情報発信事業
　・企業紹介サイトの制作
　・保護者向け地元就職促進セミナー
　・インターンシップ取材・情報発信事業

【産業雇用政策課】

Ｒ3
主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

ものづくり支援事業

○地場企業の競争力強化及び経営力強化を図るため、企業の製造技術の向上や技能の継
承を図る取組みを支援する。
　・長崎地域造船造機技術研修事業：長崎地域造船造機技術研修センターが行う新人社
　　員研修等の事業
　・競争力強化支援事業：ものづくりを支える生産現場のカイゼン能力の強化を目的と
　　した「現場力向上塾」等の開催

【商工振興課】

個別施策 Ｃ3-2 人材の確保を支援します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

地場企業が 若年者を雇用し、採用を増やしている。

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

基本施策 地場企業の経営資源を強化します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

地場企業が 安定した経営を行っている。

個別施策 Ｃ3-1 人材育成を支援します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

地場企業が 人材育成に取り組み、競争力が向上している。

取組方針 1 人材育成の取組みへの支援

36



中小事業者等一時金 〇新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う長崎市における飲食店の時短営業や不要
不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者を対象
に、一時金を支給する。

【産業雇用政策課】

商工業振興対策資金預託金事
業

○中小企業が事業継続や拡大を図るうえで必要となる運転・設備の資金調達にあたり、
資金調達の不安解消に向けて低利で利用しやすい融資制度を設ける。
　・預託対象制度：中小企業創業資金等の６資金

【産業雇用政策課】

【商工振興課】

チャレンジ企業応援補助金
＜※再掲：C2-1＞
＜※再掲：C4-1＞

○コロナ禍のなか、市内中小企業の経営基盤の強化を図るため、販路開拓の取組みをは
じめ、新製品開発、生産性向上、新事業展開などのウィズコロナ及びアフターコロナを
見据えた新たな取組みを支援する。
　・モール型ECサイトまたはBtoB向けECサイト参入販売促進支援
　・ネット販売向け新製品開発支援
　・ICT・IoT技術を活用した生産性向上支援
　・新事業展開支援

【商工振興課】

【産業雇用政策課】

商工業振興対策資金等保証料
補助金

○長崎市の融資制度を活用する中小企業者の資金調達コストの低減化を図るため、保証
料の一部又は全部を補助金として負担する。
　・補助金対象制度：小企業振興資金等の８資金

【産業雇用政策課】

中小企業サポート活動 ○中小企業が直面する、経営面や技術面等の課題について、相談や解決支援を行い、経
営力の強化を図る。
　・中小企業コーディネーター等による相談・解決支援

【商工振興課】

事業承継支援事業 〇事業承継に取り組む被承継者に対し、事業承継に関する課題を解決するために必要な
専門事業者へ支払う経費の一部を補助する。

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

取組方針 2 経営面や技術面の課題解決の取組みへの支援

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

Ｒ3

ものづくり支援事業

○地場企業の競争力強化及び経営力強化を図るため、中小企業の製造技術向上や技能継
承など長崎工業会が実施する取組みについて市が支援する。
　・経営力強化支援事業：企業の経営力強化を目的とした成長産業分野の事例
　　研究、営業販売者向けセミナー等
　・競争力強化支援事業：ものづくりを支える生産現場のカイゼン能力の強化
　　を目的とした「現場力向上塾」等の開催

取組方針 1 経営革新等へ意欲的に取り組む地場企業への支援

個別施策 Ｃ3-3 経営の効率化や生産性強化を図ります

５年後にめざす姿

対　象 意　図

地場企業が 経営の効率化や生産性の強化を図り、経営力が向上している。
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Ｃ４

新産業・起業チャレンジ促
進事業

○既存企業の力や新たなビジネスモデルを活用した新規事業創出に向けたチャレンジに
対して支援を行い、新たな産業の種を育てる取り組みを推進する。
　・オープンイノベーション型新規事業創出支援
　・スタートアップ創出支援

【産業雇用政策課】

企業立地用地整備事業(田中
町)

○企業立地用地の整備を行うため、九州新幹線西九州ルートのトンネル工事に伴う発生
土を活用して土地造成工事等を行う。
　・事業期間：平成27～令和3年度（予定）
　・事業対象地：田中町（卸団地横）
　・開発区域面積：約14.3ｈａ（想定分譲面積　約2.4ｈａ）
　・事業内容：平成27年度～　事業用地の取得等
　　　　　　　平成28年度～　土地造成工事（準備工事、新幹線発生土搬入）
　　　　　　　  令和3年度～　土地造成工事、仕上げ工事（取付道路整備、
　　　　　　　　　　　　　　上下水道等インフラ整備工事）【産業雇用政策課】

企業立地推進事業

○地域経済の活性化及び雇用機会の拡大に資する企業立地を促進するため、企業への誘
致活動を行うとともに、企業立地奨励金の交付を行う。
　・企業誘致活動
　　長崎県産業振興財団への職員派遣／企業誘致等情報交換会の開催
　　市独自の企業誘致営業活動
　・企業立地奨励金（施設等整備奨励金・建物等賃借奨励金・雇用奨励金）の交付

【産業雇用政策課】

取組方針 1 企業立地の促進

産学連携・創業支援事業
○創業のための包括的支援を推進するため、ビジネスマッチングの促進や地域密着型企
業の立ち上げ及び事業承継者を支援する。
　・創業サポート長崎（長崎市を総合受付窓口とした13の支援機関の連携）による
　　創業支援

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

【産業雇用政策課】

個別施策 Ｃ4-2 域外から新たな企業の立地を促進します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

市外企業が 長崎市内に立地し、産業を多様化して経済を活性化している。

取組方針 2 創業の促進

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

産学連携・創業支援事業 ○長崎市の新たな産業の核となる企業を連鎖的に創出し、経済の活性化を図るため、産
学連携を推進し、大学等の持つ研究成果を活用した創業・新事業展開を支援する。
　・ながさき出島インキュベータ（Ｄ-ＦＬＡＧ）を拠点とした創業支援

【産業雇用政策課】

取組方針 1 新分野への参入の促進

チャレンジ企業応援補助金
＜※再掲：C2-1＞
＜※再掲：C3-3＞

○コロナ禍のなか、市内中小企業の経営基盤の強化を図るため、販路開拓の取組みをは
じめ、新製品開発、生産性向上、新事業展開などのウィズコロナ及びアフターコロナを
見据えた新たな取組みを支援する。
　・モール型ECサイトまたはBtoB向けECサイト参入販売促進支援
　・ネット販売向け新製品開発支援
　・ICT・IoT技術を活用した生産性向上支援
　・新事業展開支援

【商工振興課】

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

個別施策 Ｃ4-1 産学官や異業種間で連携しながら、創業や新分野への進出を促します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

地場企業が 産学官や異業種間で連携を図り、創業や新分野進出を進めている。

基本施策 新しい企業・新しい産業を創造し育成します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

地場企業、創業企業又は誘
致企業が

新たな事業に取り組み、持続的な企業活動を行っている。
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Ｃ５

長崎びわ収穫体制強化事業
費補助金

○生産の安定性を高め、有利販売による所得向上を図るため、カラス被害対策の機器・
資材の導入の取り組みを支援する。
　・事業期間　R2～R3年度

【農林振興課】

第23回全国びわ研究協議会
負担金 ○第23回全国びわ研究協議会が長崎市で開催されることに伴い、その経費を負担する

もの。

【農林振興課】

ながさき森林づくり担い手
対策事業費補助金
＜※再掲：C5-3＞

○林業の担い手の技術及び技能の向上を図り、並びにその担い手の労働安全と衛生及び
福利厚生、その他林業後継者に対する対策を講じることにより、林業労働力を安定的に
確保し、林業の振興を図る。

【農林振興課】

【農林振興課】

長崎びわ産地活性化推進協
議会負担金 ○びわの品質・生産性の向上及び消費宣伝等を図るため、長崎びわ産地活性化推進協議

会に対して負担金を支出する。
【農林振興課】

長崎びわ生産推進事業費補
助金

○びわの継続・安定的な高品質生産を促しブランド化を図るため、「なつたより」への
補植及び作業を省力化できる高品質化資材導入について支援する。

【農林振興課】

Ｒ3

農業振興施設整備事業費補
助金（地域特産農産物生産
高度化支援施設）

○長崎いちごについて、温度や湿度、二酸化炭素濃度などのハウス内環境の測定及び制
御を行い、作業等の自動化・省力化を図り、高品質化・多収化につなげるため、自動環
境制御設備の導入を支援する。
　・事業期間　R2～R3年度【農林振興課】

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

取組方針 2 地域特産の農産物の生産基盤の充実

水仙栽培推進事業費補助金
○野母崎地区の特産品である水仙の促成栽培のための費用に対して補助を行う。

【農林振興課】

農業振興資金預託金 ○肥育牛経営者の素牛導入に要する資金等の原資を融資機関に一定期間預託し、経営安
定を図るため協調融資を行う。

基本施策 農林業に新しい活力を生み出します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

農林業者が 安全・安心で新鮮な農林産物を安定的に供給し、経営が安定している。

取組方針 1 地域ブランドの生産拡大

個別施策 Ｃ5-1 地域ブランドの育成を推進します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

農業者が 地域ブランドの安定した供給を行っている。
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【農林振興課】

農業金融対策事業 ○農業経営の安定を図るため、認定農業者等が活用する農業金融融資の利息負担軽減を
行う。

【農林振興課】

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

農業次世代人材投資資金交
付金事業

○青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後（５年以
内）の所得を確保する給付金の交付を行う。
○平成29年度から国事業名：農業次世代人材投資事業

【農林振興課】

長崎びわ災害リスク管理支
援費補助金

○生育特性上、台風・寒害の被害にあいやすい特産のびわについて、果樹共済に係る農
業者負担の一部を支援し、集落・産地としての災害リスク管理を促すために補助を行
う。

【農林振興課】

農業振興施設整備事業費補
助金（担い手農家支援施
設）

○持続可能な農業経営体の育成と長崎市農業の振興に資するため、農業者等が経営の安
定や発展を図るために実施する、生産規模の拡大、生産方式の改善及び効率的・省力的
技術導入等の整備に係る投資負担の軽減について、国・長崎県補助事業の活用や長崎市
単独事業により支援を行う。

【農林振興課】

中高年新規就農者給付金事
業 ○農業従事者の高齢化が進むなか、中高年層の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るた

め、経営が不安定な就農直後（２年以内）の経費負担を軽減する給付金の交付を行う。

長崎市家畜診療協議会負担
金 ○家畜疾病の発生を予防し、畜産経営の安定化を図るため、家畜診療協議会が行う家畜

衛生指導事業に負担金を支払う。

【農林振興課】

取組方針 2 地域農林業のリーダー育成

Ｒ3

長崎市地産地消振興公社運
営費補助金

○農業生産活動の推進と耕作放棄地の解消を図るため、農地流動化及び農作業受委託の
推進、農業従事者育成研修を実施する（一財）長崎市地産地消振興公社の運営に対して
補助を行う。

【水産農林政策課】

人・農地プラン

○「人・農地プラン」の実現に向けて「戦略モデル地区」における整備計画に基づき、
具体的な事業展開を図る。
　・平成24～25年度：「人・農地プラン」の策定
　・平成26年度：人・農地プラン地域連携推進員の設置
　・平成27年度：戦略モデル地区を中心に整備計画の策定
　・平成28年度～：整備計画に基づく具体的な事業展開の実施【農林振興課】

経営所得安定対策推進事業 ○米政策改革大綱を踏まえた、地域別の米の需要量の情報提供、生産方針調整等を実施
する。
○経営所得安定対策の事務手続きを担う長崎地域農業再生協議会に対して補助を行う。

【農林振興課】

農業振興費事務費
農業振興地域整備促進事業

○農業振興地域の整備に関する法律に基づき策定する「農業振興地域整備計画」のうち
農用地利用計画（農用地区域）について、ＧＩＳシステム（土地利用情報システム）を
活用して管理する。
　・令和2年度～令和3年度に基礎調査を実施予定。

【農林振興課】

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

農業振興計画推進 ○「長崎市農業振興計画［後期計画］」の取組報告・進捗検証等を行い、計画実現を推
進する。

【農林振興課】

Ｒ3

５年後にめざす姿

対　象 意　図

農林業者が 安定した農林業経営を行っている。

取組方針 1 人・農地プランの実現

個別施策 Ｃ5-2 意欲ある農林業者の育成確保を図ります
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農業振興施設整備事業費補
助金（農業新規参入促進施
設 ）

○新たな担い手の育成、着業後の定着及び遊休農地の活用につなげるため、生産基盤の
整備や小規模土地基盤の整備等について支援する。

【農林振興課】

長崎市農業団体運営費補助
金

○本市農業の振興に寄与する担い手の確保・育成、認定農業者等の経営の充実、農地の
有効活用、地域農業の発展等を図ることを目的に組織された農業団体の自主的活動を支
援するため、その運営費の補助を行う。

【農林振興課】

中山間地域等直接支払推進
事業 ○中山間地域等の農業生産条件の不利を補正するため、農業生産活動を将来に向けて継

続する集落活動に対して交付金の交付を行う。

【農林振興課】

多面的機能支払推進事業 ○農業・農村がもつ多面的機能を発揮することを目的として、農地・農業用水路等の地
域資源を保全する活動組織に対し交付金の交付を行う。

【農林振興課】

取組方針 2 農地の有効活用と地域産材の利用促進

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

有害鳥獣対策事業 ○有害鳥獣による農業及び生活環境被害の防止・軽減のため、鳥獣の侵入を防ぐネッ
ト・電気柵等の貸与、柵等設置支援、鳥獣の捕獲、長崎市有害鳥獣対策協議会経費の負
担、被害調査等を実施する。

【農林振興課】

Ｒ3

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

個別施策 Ｃ5-3 安心して農林業を営む環境づくりを進めます

５年後にめざす姿

対　象 意　図

農林業者が 安心して農林業を営んでいる。

Ｒ3

環境保全型農業推進事業 ○自然環境の保全に資する農業生産活動を普及推進するため、農業者の組織する団体等
が行う、有機質肥料の施用や化学肥料・化学合成農薬の低減等の環境保全に効果が高い
取組みに対し、環境保全型農業直接支払交付金を交付する。

【農林振興課】

取組方針 1 有害鳥獣対策による農産物被害の防止

取組方針 3 農村地域の資源を活かした地域づくり

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3
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主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

ながさき森林づくり担い手
対策事業費補助金
＜※再掲：C5-1＞

○林業の担い手の技術及び技能の向上を図り、並びにその担い手の労働安全と衛生及び
福利厚生、その他林業後継者に対する対策を講じることにより、林業労働力を安定的に
確保し、林業の振興を図る。

【農林振興課】

Ｒ3

林道開設事業 ○本市南部地区の林業経営の骨格となる「内藪線」の整備を行い、林業経営の安定化を
図る。

【農林振興課】

取組方針 4 林業経営の支援

農業用施設整備事業

○土地改良施設の適正な管理を実施するため、整備・設置から経年化で補修や修繕等が
必要な箇所を対象に、施設の機能の保守と耐用年数確保を図る。

【農林振興課】

自然災害防止事業
○地域防災計画に登載している農道、林道及び作業道の危険個所において、法面の崩壊
等による災害防止を図る。（ネット、モルタル吹付、法枠、擁壁等による法面保護。）

【農林振興課】

取組方針 3 農林業施設整備の推進

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3
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Ｃ６

漁港施設整備事業（地方創
生港整備推進交付金）
たちばな漁港・野野串漁港
安全施設整備

○長崎市が管理する漁港において、漁業者や漁港利用者の安全性を確保するため、漁港
利用者が多い漁港から順次、安全施設の整備を行う。
　・平成30年度：車止め設置（深堀、かきどまり漁港）一式
　・令和元年度：車止め設置（かきどまり・為石・たちばな漁港）一式
　・令和3年度  ：車止め設置（たちばな・野野串漁港）一式
　・令和4年度  ：車止め設置（たちばな漁港）一式

【水産振興課】

水産センター施設整備事業 ○種苗生産・試験研究機能の向上を図るため、水産センター施設の機能、規模について
検討し、計画的に整備する。

【水産センター】

農山漁村地域整備交付金事
業
為石漁港海岸保全施設整備

○為石漁港海岸では、既存の護岸直背後に主要地方道野母崎宿線があり、さらにそれに
面して民家が密集しているが、近年の台風時には越波が発生し、道路の冠水や隣接家屋
等に被害が生じているため、越波防止を目的に護岸堤を新設することにより、背後集落
の生命財産を保全し、海岸保全区域全体の安全性向上を図る。
　・平成24～令和8年度：離岸堤（新設）

【水産振興課】

農山漁村地域整備交付金事
業
海岸堤防等老朽化対策

○長崎市が管理する漁港海岸の開口部において、階段（又はスロープ）の設置等を実施
することで、非常時の人為的操作を不要とすることにより地元住民の安全性の向上を図
る。また、海岸保全施設の長寿命化計画を策定する。
　・平成27～令和3年度：護岸（開口部対策）
　・平成29～令和元年度：長寿命化計画の策定

【水産振興課】

農山漁村地域整備交付金事
業
野野串漁港防波堤改良

○野野串漁港内の沖防波堤等を改良し、台風時の港内静穏度を確保して漁民財産である
漁船等の破損を防止する。
　・平成22～令和5年度：施設改良

【水産振興課】

農山漁村地域整備交付金事
業
戸石漁港護岸改良（島の前
地区）

○戸石漁港（島の前地区）において、台風接近時に護岸を越波した波により民家や道路
等に多大な被害が生じているため、護岸改良を行う。
　・平成23～令和5年度：護岸（改良）

【水産振興課】

漁場施設機能保全事業
（網場浮消波提）

○漁場施設（消波堤）の長寿命化を図りつつ、更新コストの平準化と縮減を図
るため、漁場施設の老朽化診断等を実施し、漁場施設の計画的な維持補修を行
う。
　・平成28年度：調査、機能保全計画書の作成
　・平成30年度：事業基本計画（保全工事）の作成
　・令和4年度：施設補修

【水産振興課】

水産物供給基盤機能保全事
業
漁港施設機能保全

○漁港機能を保全するため、漁港施設の計画的な維持補修を行う。
　・平成24～26年度：調査、機能保全計画書（漁港施設）の作成
　・平成27年度：詳細調査、事業基本計画（保全工事実施）の作成
　・平成28～29年度：施設補修、機能保全計画書（水域施設）の作成
　・平成30年度：詳細調査、施設補修
　・令和元年度～：施設補修、浚渫工事

【水産振興課】

取組方針 1 水産基盤の総合的・計画的な整備

基本施策 水産業で長崎の強みを活かします

５年後にめざす姿

対　象 意　図

水産業者が 安全・安心で新鮮な水産物を安定的に供給し、経営が安定している。

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

個別施策 Ｃ6-1 安定した水産資源の管理・回復を図ります

５年後にめざす姿

対　象 意　図

漁業者が 漁獲物を安定的に供給している。
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新規漁業就業促進事業
○新規就業者を確保するため、新たに漁業者をめざす希望者に対し、技術習得支援、就
業確保支援、新規着業者フォローアップ等の各種事業を実施し、意欲ある漁業者を育成
する。
　・漁業就業実践研修事業　最大２年間
　・新規着業者フォローアップ事業　最大１年間

【水産振興課】

長崎魚市場協会負担金
○長崎魚市場協会は、会員相互の緊密な連絡と協調により、長崎県地方卸売市場長崎魚
市場及び新長崎漁港に立地する水産関連施設等の積極的な利用を促進し、併せて魚食普
及に努めることにより、県民のたんぱく食料の安定供給と食生活の改善・向上に寄与す
ることを目的に設立されたもので、協会が行う事業の円滑な推進のため、負担金を支出
する。

【水産振興課】

離島漁業再生支援交付金事
業

○離島における漁場の合理的な利用や新たな取組みを行うための環境を整えるととも
に、漁場の生産力の向上や漁場の再生に関する実践的な取組みの活動経費について助成
する。（国の交付金）
　＜対象：高島地区漁業集落＞
　・漁場の生産力の向上に関する取組み（漁場監視、いか産卵場設置など）
　・漁場の再生に関する実践的な取組み（新たな漁法の導入、小型イセエビ放
      流など）

【水産振興課】

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

５年後にめざす姿

対　象 意　図

水産業者が 安定した水産業経営を行っている。

取組方針 1 安定した収益性の高い水産業経営の実現

水産技術試験研究事業
＜※再掲：C6-2＞

○水産業における収益性向上を図るため、放流効果を最大限に発揮する放流手法の検
討・実践や放流効果の把握を行うとともに、養殖用新魚種の飼育試験や藻場造成に向け
た南方系海藻の種苗プレート生産の可能性の検証等を実施する。

【水産センター】

個別施策 Ｃ6-2 やる気、収益性アップの経営体づくりを進めます

水産種苗生産事業 ○沿岸漁業における水産資源の回復と養殖業の振興を図るため、付加価値の高い放流用
及び養殖用の種苗を水産センターで生産し、市内漁業者や栽培漁業推進協議会等に供給
する。

【水産センター】

悪質密漁監視事業費負担金 ○資源の保護と漁業秩序の維持を図るため、漁業者が行う漁場監視活動や密漁防止活動
により、大村湾海域において密漁者及び密漁船を排除する取組みへの支援を行う。

【水産振興課】

海底浄化推進事業費補助金 ○魚介類の住み良い環境づくりを行い、漁獲高の増加を図るため、閉鎖性海域である大
村湾（形上湾内）及び橘湾の海底を耕うんし、堆積したゴミを除去する漁業者の取組み
に対して補助を行う。

【水産振興課】

水産多面的機能発揮対策支
援事業

○水産業や漁村の持つ多面的機能の発揮を図るため、漁業者や地域の住民等が行う藻場
の保全や海洋汚染の原因となる漂流・漂着・堆積物の処理、干潟等の保全活動を支援す
る。
　・活動組織：野母崎三和、三重、橘湾、外海、西彼南部（香焼・伊王島）、
                      琴海、福田、茂木、深堀、大村湾、高島

【水産振興課】

水産種苗放流等事業費補助
金 ○資源の増強を図り、つくり育てる漁業の振興に資するため、市内漁業協同組合が行

う、沿岸主要魚種の種苗放流やいか産卵場造成事業に対して補助を行う。

【水産振興課】

取組方針 2 有効な放流事業と適切な水産資源の管理による豊かな里海の再生

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3
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長崎県水産加工振興祭共催
費負担金
＜※再掲：C7-1＞

○水産加工品の品質及び製造技術の向上を図り、販売を促進するため、品評会及び展示
即売会を行う「長崎県水産加工振興祭」を支援する。
　・実施主体：長崎県、長崎県水産加工振興祭実行委員会
　・開催時期：12月

【水産振興課】

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

水産技術試験研究事業
＜※再掲：C6-1＞ ○水産業における収益性向上を図るため、放流効果を最大限に発揮する放流手法の検

討・実践や放流効果の把握を行うとともに、養殖用新魚種の飼育試験や藻場造成に向け
た南方系海藻の種苗プレート生産の可能性の検証等を実施する。

【水産センター】

取組方針 3 水産物の付加価値を高める水産加工業の振興

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

取組方針 2 収益性の高い養殖業の振興

経営構造改善事業費補助金 ○水産加工用水の安定供給を図るため、水産関係加工組合が実施する水産加工流通共同
利用施設（加工用水導配水管）整備の経費の一部を補助する。

【水産振興課】

輸出向けHACCP等対応施設
整備事業 ○水産物加工業者等が食品の輸出を行うにあたり、輸出先のニーズに対応したHACCP等

の基準を満たすために必要な施設改修及び機器整備の経費の一部を補助する。

【水産振興課】

漁業資金債務保証料補助金 ○漁業者の経営安定を図るため、漁業者が借り入れた資金に付された長崎県漁業信用基
金協会の債務保証料について補助を行う。

【水産振興課】

養殖共済加入促進補助金 ○自然災害のリスクに備え養殖共済への加入を促進するため、養殖トラフグ１年魚に係
る養殖共済の掛金の一部を補助する。

【水産振興課】

新水産業経営力強化事業 ○水産業振興のための機材、機器、施設等を整備し、漁協等の経営安定化を図るため、
県補助を活用して事業者が行う施設整備等の経費の一部を助成する。

【水産振興課】

漁業制度資金利子補給補助
金

○漁業者等が資本整備の高度化及び経営の近代化を図るため利用する「漁業近代化資
金」「漁業経営改善支援資金」「長崎県沿岸漁業等振興資金」を長期かつ低金利で融通
できるよう、漁業者に対し県の利子補給に上乗せして補助を行う。

【水産振興課】

45



Ｃ７

ながさき実り・恵みの感謝
祭共催費負担金

○市内産の農水産物の地元消費拡大を推進するため、農水産物の直売等のイベントを開
催する経費の一部を負担する。
　・実施主体：ながさき実り・恵みの感謝祭長崎市実行委員会
　・開催時期：11月頃

【水産農林政策課】

農村交流事業補助金 ○都市と農村の交流を促進し、農村地域の活性化を図るため、農業関係団体が行う農村
交流を促進する催事等に対し支援を行う。

【水産農林政策課】

道の駅夕陽が丘そとめ運営
事業

○道の駅夕陽が丘そとめにおける交流人口の増加による外海地区の農水産物や加工品の
消費拡大を図るため、老朽化した備品の更新を行う。
　・業務用冷蔵庫等の更新

【水産農林政策課】

旬の魚イベント拡大支援事
業

○直売所等におけるイベントの開催による魚の消費拡大、漁業所得の安定や向上を図る
ため、漁業協同組合等により開催される旬の魚をメインとしたイベントの広報経費の一
部を負担する。

【水産振興課】

水産物等拠点施設設置可能
性の検討

○「食」と「観光」の融合による取組みを推進し、長崎の魚などの消費拡大を図り、水
産業及び観光の振興を図るため、長崎の魚や水産加工品等を活かしたまちなかにおける
食の拠点について、民間活力を活かした整備・運営方法による設置可能性を検討する。

【水産農林政策課】

ながさきの「食」推進事業 ○地元生産者や団体等と一体となった地産地消の拡大を図るため、地元産農水産物の消
費拡大イベントの開催の支援等を行う。
　・長崎帆船まつり「水辺の森新鮮市」の開催

【水産農林政策課】

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3

「長崎和牛・出島ばらい
ろ」ブランド強化事業
＜※再掲：C7-2＞

○「長崎和牛・出島ばらいろ」の市内外での知名度向上と消費拡大を図るため、「高級
感」、「歴史性」、「希少性」を強みにした地域ブランドとして、取扱い店舗の定着化
及び観光客に対する情報発信の強化を行う。
　・重点支援店舗に対する流通体制の確立やフェア開催、広告宣伝等への支援
　・観光案内所などにおけるグルメガイド等の配布
　・観光情報誌やホームページ等を活用した域外への情報発信

【水産農林政策課】

さしみシティ推進事業
＜※再掲：C7-2＞

○四季それぞれの旬の魚がある強みを活かし、より効果的な長崎の魚のPRを実施する
ため、市民が来訪者におすすめしたいと考えている魚の食べ方である刺身にスポットを
当て、食べ方をイメージしやすい新たなキャッチコピー「さしみシティ」を軸とした
PRに取り組む。
　・「さしみシティ」認定制度や「さしみシティ」推進事業費補助金制度の創設に
　　よる「長崎＝魚の美味しいまち」のイメージ浸透のための民間の取組みの支援
　・ホームページ、ＳＮＳ、イベントなどによる「さしみシティ」のＰＲ

【水産農林政策課】

魚食普及事業
＜※再掲：C7-2＞

○市民への魚食普及を推進することで魚の消費拡大を図る。また、歴史的な関わりが深
く、鯨食文化が受け継がれている長崎の特徴を活かし、「鯨のまち長崎」を観光客にア
ピールするとともに、市民への鯨食の普及啓発、食文化の継承を図る。

【水産農林政策課】

基本施策 地元農水産物を活かして食関連産業を活性化します

５年後にめざす姿

対　象 意　図

地元農水産物が 多くの人に認知され、消費の拡大が図られている。

取組方針 1 地元農水産物の消費拡大の推進

個別施策 Ｃ7-1 新たな販路拡大や消費拡大を図ります

５年後にめざす姿

対　象 意　図

地元農水産物が 市内外で消費されている。
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のもざき伊勢エビまつり共
催費負担金

○野母崎地区の主要な水揚げ魚種である伊勢エビ漁の解禁後、伊勢エビの魚価の安定と
地域の活性化を図るために実施される「のもざき伊勢エビまつり」の開催を支援する。
　・実施主体：のもざき伊勢エビまつり実行委員会
　・開催時期：８月末～９月

【水産振興課】

○四季それぞれの旬の魚がある強みを活かし、より効果的な長崎の魚のPRを実施する
ため、市民が来訪者におすすめしたいと考えている魚の食べ方である刺身にスポットを
当て、食べ方をイメージしやすい新たなキャッチコピー「さしみシティ」を軸とした
PRに取り組む。
　・「さしみシティ」認定制度や「さしみシティ」推進事業費補助金制度の創設に
　　よる「長崎＝魚の美味しいまち」のイメージ浸透のための民間の取組みの支援
　・ホームページ、ＳＮＳ、イベントなどによる「さしみシティ」のＰＲ

取組方針 2 重点品目の情報発信

５年後にめざす姿

対　象 意　図

ながさきの食材や食文化が 市内外で認知度を高めている。

取組方針 1 長崎ならではの食材や食文化の情報発信

個別施策 Ｃ7-2 長崎ならではの食材や食文化の魅力を発信します

ながさきの「食」推進事業

○食文化の継承や認知度向上を図るため、長崎ならではの食と食文化の魅力を発信す
る。
　・ツイッター、フェイスブックなどＳＮＳを活用した情報発信
　・長崎県調理師協会と連携した長崎「食」の博覧会の開催
　・学校給食への長崎伝統野菜の導入
　・「ながさき味わいの匠」や「地産地消アドバイザー」と連携した情報発信
　・長崎の食材や「食」を推進する団体と連携した情報発信

【水産農林政策課】

水産物展示商談会出展事業 ○水産物の販路拡大を図り、水産加工業者の経営安定化に資するため、事業者が行う販
売促進事業等の経費の一部を助成する。

【水産振興課】

長崎県水産加工振興祭共催
費負担金
＜※再掲：C6-2＞

○水産加工品の品質及び製造技術の向上を図り、販売を促進するため、品評会及び展示
即売会を行う「長崎県水産加工振興祭」を支援する。
　・実施主体：長崎県、長崎県水産加工振興祭実行委員会
　・開催時期：12月

【水産振興課】

さかな祭開催費補助金
○水産物の販売促進のため、長崎魚市場で開催されるさかな祭（水産物の展示即売、調
理実演、試食等）を支援する。
　・実施主体：長崎さかな祭り運営協議会（一般社団法人長崎魚市場協会）
　・開催時期：10月

【水産振興課】

【水産農林政策課】

「長崎和牛・出島ばらい
ろ」ブランド強化事業
＜※再掲：C7-1＞

○「長崎和牛・出島ばらいろ」の市内外での知名度向上と消費拡大を図るため、「高級
感」、「歴史性」、「希少性」を強みにした地域ブランドとして、取扱い店舗の定着化
及び観光客に対する情報発信の強化を行う。
　・重点支援店舗に対する流通体制の確立やフェア開催、広告宣伝等への支援
　・観光案内所などにおけるグルメガイド等の配布
　・観光情報誌やホームページ等を活用した域外への情報発信

【水産農林政策課】

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

さしみシティ推進事業費
＜※再掲：C7-2＞

【水産農林政策課】

魚食普及事業
＜※再掲：C7-2＞

Ｒ3

○市民への魚食普及を推進することで魚の消費拡大を図る。また、歴史的な関わりが深
く、鯨食文化が受け継がれている長崎の特徴を活かし、「鯨のまち長崎」を観光客にア
ピールするとともに、市民への鯨食の普及啓発、食文化の継承を図る。

主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

Ｒ3
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【農林振興課】

ながさきの「食」推進事業 ○食育の推進を図るため、関係団体等と連携し、毎月19日の「食卓の日」のＰＲや地
元水農産物を使った料理教室などを実施する。

【水産農林政策課】

グリーンツーリズム推進事
業 ○ツーリズム団体の地域連携強化、人材育成、ＰＲ、ツーリズム団体に対する活動支

援、グリーンツーリズムへの修学旅行生等の誘致などを実施する。

取組方針 1 食育体験の推進

Ｒ3
主要事業名
【所管課】

事業概要
事業年度

個別施策 Ｃ7-3 食育体験を推進し、食に対する意識の醸成を図ります

５年後にめざす姿

対　象 意　図

市民が 農業・水産業への理解を深めている。
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