
『 し ま は 日 本 の 宝 』戦 略 ～ し ま の 多 様 性 を 活 か す ～

現状と時代の潮流

○本県の離島の人口は、昭和35年の32万8千人から、平成22年には
13万7千人と4割近くにまで減少しており、人口減少に歯止めがか
からない状況が続いています。
○本県離島の多くは、「癒しの空間」としての国民的役割に加え、国境
離島として、領域等の保全や国境監視など、国家的に重要な役割を
担っています。
○現在、国境離島の無人化を防止するため、特別な支援措置を盛り込
んだ国境離島新法の制定について検討が進められています。

今後の課題

○歯止めがかからない若者の島外流出と人
口減少、高齢化の進行
○基幹産業である農林水産業の低迷、雇用
の場の不足
○運賃や輸送コスト等の不利条件
○児童生徒数が減少する中での学校の維持

長崎県らしさ、本県がもつ優位性・
独自性

○全国最多の51島の離島振興法指定離島
を有し、県土面積の4割が離島である全国
一の離島県
○海に囲まれ、本土から離れていたことにより
形成された、多様で豊かな自然や文化・景観
○東アジアに近く、古代からの大陸との交流
を通じた独自の歴史・文化
○海洋をはじめとした豊富な自然エネルギー

将来像

戦略的な視点

○しまの地域資
源を活かした
産業振興と雇
用の場の確保

○しまの経済の
拡大に向け、交
流人口の増加
を図る取組や、
島外でのしま
の産品の売込
みを強化

○運賃や輸送コ
スト等の不利
条件を解消し、
本土と同等以
上の競争環境
を実現

「日本の宝」である本県のしまの人口減少に歯止めがかかる。

◆数値目標

成果指標

しまの人口の減少率（社会減）

基準値（基準年）

4.8％
（H22～27年の減少率）

目標値（目標年）

3.4％未満
（H27～32年の減少率）

基本方針 プロジェクト 主な取組

五島列島振興
プロジェクト

対馬振興
プロジェクト

壱岐振興
プロジェクト

しまの創業応援
プロジェクト

3島共同
プロジェクト

しまの留学促進
プロジェクト

もうかる
農林水産業促進
プロジェクト

暮らしと
生活環境向上
プロジェクト

輸送体系再構築
プロジェクト

○古来より島民の生活に密着してきた「椿」や、世界遺産候補の「教会群」を有効に活用し、椿関連産業の振興
や交流人口の拡大を図ります。

○新鮮な農林水産物、五島手延うどん、かんころ餅等多くの魅力的な物産の高付加価値化や販路拡大に取り組みます。
○極めて人口減少が深刻な二次離島において、特産品の開発や新たな養殖の推進等により、雇用の創出を図ります。
○海洋再生可能エネルギーの導入を推進し、実証プロジェクトの誘致や実用化の促進を図り、関連産業の育
成に取り組みます。

○壱岐ならではの地域資源を活かした体験プログラムを活用して、島民との触れ合いを重視する滞在型
観光や教育旅行受入を推進します。

○日本遺産を構成する国特別史跡「原の辻遺跡」をはじめとする歴史文化遺産など観光資源の魅力度を高
め、国内外からの交流人口の拡大を図ります。

○大消費地での「壱岐焼酎・壱岐の食」の知名度アップとブランド化の推進に取り組みます。
○環境にやさしい地域資源循環型事業を展開するとともに、低炭素のしまづくりを推進します。

○急増する韓国人観光客のニーズに対応して、宿泊、飲食、ショッピングなど対馬観光の魅力向上に取り
組み、観光消費額の増加を図ります。

○朝鮮通信使関連資料のユネスコ記憶遺産への登録や日韓交流拠点施設である対馬博物館（仮称）の整
備等により、更なる交流人口の拡大を進めます。

○韓国への木材、水産物等の輸出拡大を図るとともに、港湾等の基盤整備に取り組みます。
○木質バイオマスなど再生可能エネルギーを活用したエネルギー自立のしまづくりにより新たな雇用、新
産業の創出を図ります。

○3島が連携した日本遺産「国境の島　壱岐・対馬・五島　～古代からの架け橋～」の情報発信と誘客促進
など、交流人口の拡大に向けた共同での取組を強化します。

○大都市圏でのしまの産品の売込みを強化するため、民間企業の地域商社的機能を活用した新たな市場
開拓や、3島共同による営業活動等を推進します。

○しまへの移住、定着を志す若者らを後押しするため、起業にチャレンジするための環境整備を進めます。
○創業や事業規模の拡大、他分野への参入など、雇用の創出を図る事業を推進するための新たな体制・支
援策の構築に取り組みます。

○農林水産物の付加価値向上を図るため、県産品のブランド化や、生産・加工・販売の一体化による6次産
業化などを推進します。

○離島の基幹産業である農林水産業への新規就業者の確保、育成を図ります。

○「高校生の離島留学制度※」等を活用し、地域と協働して魅力ある学校づくりを進めます。
○小中学校等における留学制度を推進することにより、地域の活性化を図ります。

○新船建造費補助等により運賃の低廉化を図るとともに、国境離島新法制定の動き等を踏まえながら、航路・航空路の
更なる運賃低廉化に取り組みます。

○しまの戦略産品の輸送費支援を行うとともに、輸送コストの価格転嫁を可能とするための販路拡大、ブランド化等を推
進します。

○生活に必要な物資の購入費用について、本土との価格差是正を国に働きかけるとともに、整備が遅れている汚水処理
施設などの生活基盤整備に取り組みます。

○介護サービスの確保や、保健医療サービスを受けるための住民負担の軽減など、改正離島振興法に盛り込まれた施策
の早期の具現化を国に求めます。

※離島留学制度：しまの教育資源を活用した特色あるコースに島内外から生徒を受け入れる長崎県独自の留学制度で、五島、壱岐、対馬高校の3校で実施している

しま特有の地
域資源を最大
限に活用した
しまづくり

産業振興と交
流人口拡大の
しまづくり

地理的な不利
条件を克服す
るしまづくり

政
策
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断
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政策横断プロジェクト
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〈将来像〉

国際的視点からの施策展開

ア ジ ア・国 際 戦 略

時
代
の
潮
流
・
現
状

□アジアの新興国を中心とした急速な経済成長
□ビザの緩和等による訪日客の増加
□LCCの普及など、国内と海外を結ぶ交通ネット
ワークの拡充

□情報通信技術（ICT）の飛躍的向上によるボーダ
レス化

□地域統合、自由貿易協定（FTA）・経済連携協定
（EPA）への動きが活発化

◆国際関連施策の実施に係る課題・問題点
・歴史的なつながりを十分に活かしきれていない
・時間距離だけの比較優位性は低下
・施策構築に当たっての分析不足
・相手国の社会経済情勢の影響を大きく受ける
・相手国にとっての利益も考える必要性
・国際的視野、語学力・コミュニケーション力を有する人材の育成が不足

●分析と戦略に
　基づいた事業構築

●優位性の発揮

●経済的実利の
　獲得

●海外活力の
　取り込み

●アジア諸国への
　貢献

●国際社会における
　競争力強化

●交流拠点づくり

●国際人材の育成

～海外との友好交流関係と地の利を活かす～

観光、輸出、投資など、経済的実利の創出や拡大に向けた取組を進めます。

﹇
第 

二 

層
﹈

﹇
第 

一 

層
﹈

海外からの
観光客誘致

県産品の
輸出拡大

国際的な
企業活動の
支援

海外からの
投資促進

・マーケティングに基づいた観光まちづくりと誘客促進を実施します。
・インバウンド消費拡大などによる儲かる観光産業を育成します。
・世界遺産と日本遺産の活用により交流拡大を図ります。
・海外とのつながりを活かし、中国を中心としたアジアからの誘客を推進します。
・定期便、チャーター便の誘致拡大や長崎空港の 24時間化により誘客を推進します。
・統合型リゾート（IR）の本県誘致を目指します。

・東アジア、東南アジア等で増加している富裕層や中間層を対象とし、海外バイヤー招聘
や継続的なフェアの開催などにより、輸出国の開拓や輸出品目の拡大を推進します。
・海外で評価される魚づくりや、流通経路を構築するとともに、国等のネットワークを活用
した商談会への参加など輸出の取組を推進します。

・中国の急速な高齢化の進行に伴い、更なる拡大が見込まれる介護ビジネスマーケットへ
の県内企業の進出可能性について検討します。
・本県の優れた土壌改良技術をベースにした農業の現地生産・現地販売のグローバル展開
に取り組み、『長崎』の知名度向上を図ると共に、新たなヒト・モノ・カネの流れを作ります。

・東南アジアへの拠点設置の検討を進めます。
・ビジネスサポートデスクや県上海事務所、県ソウル事務所の活用により、県内企業の海外
展開（進出）や県産品の輸出を支援します。
・自治体国際化協会（クレア）、日本貿易振興機構（ジェトロ）などへの職員派遣により、き
め細かなサポート体制の充実を図ります。

・国際交流の拠点づくりを進めるとともに、地域で活躍する国際人材の育成を推進します。
・国際感覚や外国語を身に付ける場を作り、「ひと」のグローバル化を推進します。

・“歴史的つながり”“ゆかり”を切れ目なく発信することで認知度向上を図り、交流拡大につ
なげます。
・日本・中国・韓国の 3 か国の友好交流関係をトライアングル交流に発展させ、人・物の流
れの活性化を図ります。

・国内外から注目されるスポーツキャンプ等の拠点づくりを進めます。
・国際的なスポーツ大会の誘致や海外トップチームの招聘などに取り組みます。
・海外アーティストなど、世界のトップレベルの人材を離島地区などへ招聘し、地域の活性化
を図ります。

・本県経済の活性化につながる海外からの投資など、実利を見据えた新たな国際展開を推
進します。

専門的な知識・情報によるサポート体制の強化
県内企業へのサポート体制を強化するとともに、現地法制度などの問題に対応します。

県産品の
輸出拡大

国際的な企業
活動の支援

国際人材の
活用・育成

海外への
情報発信と
友好信頼関係
の強化

国際的な
文化・スポーツ
による
賑わい創出

ソフトパワーの強化ソフトパワーの強化
友好交流関係の拡充、人的ネットワークの強化、交流の歴史・文化の発信、海外への長崎県のイメージ形成、
各国の発展への貢献に取り組みます。

経済的実利の創出・拡大

﹇
第 

三 

層
﹈

取組の方向性

■歴史に裏打ちされた、交流の実績と“ゆかり”
■経済成長著しいアジアへの近接性
■国際交流で発展を遂げてきた土地柄・県民性
■最先端が集積していた歴史

国際的視点からの施施

新興 中 急速 経済成長
緩和等による訪日客の増加□ビザの緩

国際的視点からの施

の新興国を中心とした急速な経済成長□アジアのの新興国を中心とした急速な経済成長□アジアの

■歴史に裏打ちされた、交流の実績と“ゆかり”
■経済成長著しいアジアへの近接性
■国際交流で発展を遂げてきた土地柄・県民性
■最先端が集積していた歴史

●世界の活力の長崎への取り込み
●国際交流の拠点 ～世界の最先端が長崎へ～
●交流から経済的実利の獲得まで、相互発展の実現

際県・国 長 崎の再興

課題 問題点

長崎県の 強み

﹇
第
三
層
﹈

﹇
第
二
層
﹈

﹇
第
一
層
﹈

◆数値目標
－外国人延べ宿泊者数　　100万人（H32年）
－県産品の輸出額　38億円（H32年度）
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〈将来像〉

国際的視点からの施策展開

ア ジ ア・国 際 戦 略

時
代
の
潮
流
・
現
状

□アジアの新興国を中心とした急速な経済成長
□ビザの緩和等による訪日客の増加
□LCCの普及など、国内と海外を結ぶ交通ネット
ワークの拡充

□情報通信技術（ICT）の飛躍的向上によるボーダ
レス化

□地域統合、自由貿易協定（FTA）・経済連携協定
（EPA）への動きが活発化

◆国際関連施策の実施に係る課題・問題点
・歴史的なつながりを十分に活かしきれていない
・時間距離だけの比較優位性は低下
・施策構築に当たっての分析不足
・相手国の社会経済情勢の影響を大きく受ける
・相手国にとっての利益も考える必要性
・国際的視野、語学力・コミュニケーション力を有する人材の育成が不足

●分析と戦略に
　基づいた事業構築

●優位性の発揮

●経済的実利の
　獲得

●海外活力の
　取り込み

●アジア諸国への
　貢献

●国際社会における
　競争力強化

●交流拠点づくり

●国際人材の育成

～海外との友好交流関係と地の利を活かす～

観光、輸出、投資など、経済的実利の創出や拡大に向けた取組を進めます。

﹇
第 
二 

層
﹈

﹇
第 

一 

層
﹈

海外からの
観光客誘致

県産品の
輸出拡大

国際的な
企業活動の
支援

海外からの
投資促進

・マーケティングに基づいた観光まちづくりと誘客促進を実施します。
・インバウンド消費拡大などによる儲かる観光産業を育成します。
・世界遺産と日本遺産の活用により交流拡大を図ります。
・海外とのつながりを活かし、中国を中心としたアジアからの誘客を推進します。
・定期便、チャーター便の誘致拡大や長崎空港の 24時間化により誘客を推進します。
・統合型リゾート（IR）の本県誘致を目指します。

・東アジア、東南アジア等で増加している富裕層や中間層を対象とし、海外バイヤー招聘
や継続的なフェアの開催などにより、輸出国の開拓や輸出品目の拡大を推進します。
・海外で評価される魚づくりや、流通経路を構築するとともに、国等のネットワークを活用
した商談会への参加など輸出の取組を推進します。

・中国の急速な高齢化の進行に伴い、更なる拡大が見込まれる介護ビジネスマーケットへ
の県内企業の進出可能性について検討します。
・本県の優れた土壌改良技術をベースにした農業の現地生産・現地販売のグローバル展開
に取り組み、『長崎』の知名度向上を図ると共に、新たなヒト・モノ・カネの流れを作ります。

・東南アジアへの拠点設置の検討を進めます。
・ビジネスサポートデスクや県上海事務所、県ソウル事務所の活用により、県内企業の海外
展開（進出）や県産品の輸出を支援します。
・自治体国際化協会（クレア）、日本貿易振興機構（ジェトロ）などへの職員派遣により、き
め細かなサポート体制の充実を図ります。

・国際交流の拠点づくりを進めるとともに、地域で活躍する国際人材の育成を推進します。
・国際感覚や外国語を身に付ける場を作り、「ひと」のグローバル化を推進します。

・“歴史的つながり”“ゆかり”を切れ目なく発信することで認知度向上を図り、交流拡大につ
なげます。
・日本・中国・韓国の 3 か国の友好交流関係をトライアングル交流に発展させ、人・物の流
れの活性化を図ります。

・国内外から注目されるスポーツキャンプ等の拠点づくりを進めます。
・国際的なスポーツ大会の誘致や海外トップチームの招聘などに取り組みます。
・海外アーティストなど、世界のトップレベルの人材を離島地区などへ招聘し、地域の活性化
を図ります。

・本県経済の活性化につながる海外からの投資など、実利を見据えた新たな国際展開を推
進します。

専門的な知識・情報によるサポート体制の強化
県内企業へのサポート体制を強化するとともに、現地法制度などの問題に対応します。

県産品の
輸出拡大

国際的な企業
活動の支援

国際人材の
活用・育成

海外への
情報発信と
友好信頼関係
の強化

国際的な
文化・スポーツ
による
賑わい創出

ソフトパワーの強化ソフトパワーの強化
友好交流関係の拡充、人的ネットワークの強化、交流の歴史・文化の発信、海外への長崎県のイメージ形成、
各国の発展への貢献に取り組みます。

経済的実利の創出・拡大

﹇
第 

三 

層
﹈

取組の方向性

■歴史に裏打ちされた、交流の実績と“ゆかり”
■経済成長著しいアジアへの近接性
■国際交流で発展を遂げてきた土地柄・県民性
■最先端が集積していた歴史

国際的視点からの施施

新興 中 急速 経済成長
緩和等による訪日客の増加□ビザの緩

国際的視点からの施

の新興国を中心とした急速な経済成長□アジアのの新興国を中心とした急速な経済成長□アジアの

■歴史に裏打ちされた、交流の実績と“ゆかり”
■経済成長著しいアジアへの近接性
■国際交流で発展を遂げてきた土地柄・県民性
■最先端が集積していた歴史

●世界の活力の長崎への取り込み
●国際交流の拠点 ～世界の最先端が長崎へ～
●交流から経済的実利の獲得まで、相互発展の実現

際県・国 長 崎の再興

課題 問題点

長崎県の 強み

﹇
第
三
層
﹈

﹇
第
二
層
﹈

﹇
第
一
層
﹈

◆数値目標
－外国人延べ宿泊者数　　100万人（H32年）
－県産品の輸出額　38億円（H32年度）
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ナガサキ・グリーンイノベーション戦略　～技術革新により 「産業振興・雇用創出」と「社会の低炭素化・グリーン化」を加速化～

1．現状と時代の潮流

■気候変動（地球温暖化）への対応
　温室効果ガスの人為的排出により、今後21世紀にわたり気温が上昇すると予測され、熱波や極端な降水が頻
繁に発生する可能性が非常に高くなる等、将来の気候変動による社会的リスクが増大。平成27年末に、
COP※21がパリで開催され、2020年以降の地球温暖化対策の枠組みとともに、各国の温室効果ガス削減目
標について、合意に向けた検討が行われる予定。
■電力システム改革
　東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、広域系統運用の拡大、小売・発電の全面自由化及び法的分離方
式による送配電部門の中立性の一層の確保を柱とする電力システム改革に着手。

■水素社会実現への対応
　エネルギー基本計画において、2次エネルギーとして電気、熱とともに水素を利活用する水素社会の実現を、
わが国の目指すべき方向として初めて明確に位置付け。
■エネルギーベストミックス※の決定
　平成27年7月、2030年度の電源構成のうち、「原子力発電を20～22％」「再生可能エネルギー発電を22～
24％」とする長期エネルギー需給見通し（エネルギーベストミックス）が決定。
■ICTによる地域経済活性化の可能性
　「平成27年版　情報通信白書」において、ICTは、企業活動の効率性向上の最も一般的なツールであり、地域
企業の労働生産性向上に大いに貢献し、経済全体の「雇用の質」を高めていくと指摘。

2．今後の課題

3．将来像

○新しい電力制御技術とICTを組み合わせた、エネルギー全体の供給体制や、新たな次世代の社会システムが
構築されていない。

○ICTや燃料電池といった生産性の著しい向上に資する次世代技術が、農林水産業分野をはじめ産業全般にわ
たり導入が進んでいない。
○今後拡大が予測されている海洋エネルギー産業等の新分野について、県内企業が参入していく地域の支援
体制が整っていない。

○再生可能エネルギーの導入、省エネルギーの取組、ICT等の積極活用により電力システム改革が進展する中、
エネルギーベストミックスの達成に向け全国に先駆けて進捗している。
○国内外の海洋再生可能エネルギー関連企業が集積し、拠点形成が進んだことで、地域産業の振興と地域の活
性化につながり、安定した質の高い雇用が創出されている。
○ICTや燃料電池など次世代技術を取り入れることによって、農林水産業をはじめとした産業全体が徹底した省
エネルギーにより生産性をアップさせ、活況を呈するとともに、これを支える本県の環境・エネルギー産業分
野において、県内企業が売り上げを伸ばし、基幹産業の一つに成長している。

◆数値目標

指標名

付加価値額を増加させた県内環境・エネルギー関連企業数

目標値

50社（H32）

※COP〈Conference of the Parties〉：「気候変動枠組条約締約国会議」の略。地球温暖化に関する国際的な枠組みの交渉会議
※エネルギーベストミックス：再生可能エネルギーや石炭火力、原子力等、複数の発電方式をバランスよく組み合わせ、安定して電力供給できる電源構成 ※プロトタイプ：量産化前に、問題点抽出のために試作された原型機

戦略の方向性

【産業振興・雇用創出】
■新技術による産業創出
 ●海洋エネルギー産業の拠点形成
　海域利用、地域協調ルールの検討や特区を活用した規制緩
和を進め、実証フィールドの運営・サービスの確立、アジア
における海洋エネルギー技術の基盤となる研究開発拠点
の県内形成を推進し、関連するマーケットをアジアに創出。

 ●小型潮流発電設備の商用化
　西海の潮流ポテンシャルを活用した小型潮流発電設備
の製品化。

 ●超小型EVの商用化
　ナガサキ型超小型モビリティ（EV）の製品化。
●地産地消型未利用資源エネルギーの農業への二次利用
地熱や木質バイオマス発電の余熱を農業へ活用したビ
ジネスモデルの構築を促進。

 ●燃料電池関連産業の創出
　海洋県である本県のニーズに合った、漁船、作業船、海
上タクシー、フェリー、クルーザー等の燃料電池船化に
向けた技術開発や製品化を促進。

 ●センサー関連産業の創出
　自動制御システム等ICT技術を活用し、農林水産業をは
じめとした産業全般の生産性向上を促進するため、関連
するセンサー分野への参入及び拡大を県内企業に働き
掛け産業化を推進。

【社会の低炭素化・グリーン化】
■スマートコミュニティの構築
 ●対馬プロジェクト
　再生可能エネルギーを活用したインフラ施設のモデル
実証や導入を通じ、創エネ・省エネの両面から、安心・快
適で豊かなエネルギー自立を目指す島を構築。

 ●長崎未来型エネルギー自給自足団地プロジェクト
　県内技術と地理的特性を活かした、長崎県オリジナルで
電力システム改革の流れにマッチしたスマートコミュニ
ティを構築。
■新技術による産業生産性向上
 ●ICT等による産業生産性向上
　エネルギー制御システム、ロボット、水素・燃料電池技術
等の積極活用により、産業の省力化・自動化・省エネ化
を促進。

主な取組

【産業振興・雇用創出】
■新技術による産業創出
 ●海洋再生可能エネルギー実証フィール
ドの運営・サービスの確立、研究開発拠
点の県内形成により、海洋産業クラス
ターの形成を推進。
●小型潮流発電設備の商用化を目指す
地場企業を中心とした産学官による県
内海域での実証事業を推進。
●超小型EVのプロトタイプ※の研究開発
と製品製造。
●地熱・木質バイオマス発電の余熱を農
業に利用したビジネスモデルの実証。
●国や民間事業者が行う、燃料電池船の
研究開発のための実証フィールドの整
備・活用により、商用ベースの燃料電池
船を開発。

●南島原市における島原鉄道廃線敷等
を活用して自動走行実証事業のための
フィールド整備に取り組むとともに、セ
ンサー技術を活用した先進運転支援シ
ステムや高感度画像処理といった関連
産業の誘致と県内関連産業の集積に
取り組む。

【社会の低炭素化・グリーン化】
■スマートコミュニティの構築
●対馬プロジェクト
　木質バイオマスを活用した熱供給施設
とバイオマス発電施設の導入、地域エ
ネルギー供給会社の創設。
●長崎未来型エネルギー自給自足団地
プロジェクト
　長崎県スマートコミュニティ構想の策
定と実現。

■新技術による産業生産性向上
　太陽光発電で水を電気分解し製造した
水素による燃料電池をハウスなど農業
生産現場や福祉施設等に設置。燃料電
池による電気と熱を農業等で活用する
ビジネスモデルを構築。
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ナガサキ・グリーンイノベーション戦略　～技術革新により 「産業振興・雇用創出」と「社会の低炭素化・グリーン化」を加速化～

1．現状と時代の潮流

■気候変動（地球温暖化）への対応
　温室効果ガスの人為的排出により、今後21世紀にわたり気温が上昇すると予測され、熱波や極端な降水が頻
繁に発生する可能性が非常に高くなる等、将来の気候変動による社会的リスクが増大。平成27年末に、
COP※21がパリで開催され、2020年以降の地球温暖化対策の枠組みとともに、各国の温室効果ガス削減目
標について、合意に向けた検討が行われる予定。

■電力システム改革
　東京電力福島第一原子力発電所事故を受け、広域系統運用の拡大、小売・発電の全面自由化及び法的分離方
式による送配電部門の中立性の一層の確保を柱とする電力システム改革に着手。

■水素社会実現への対応
　エネルギー基本計画において、2次エネルギーとして電気、熱とともに水素を利活用する水素社会の実現を、
わが国の目指すべき方向として初めて明確に位置付け。
■エネルギーベストミックス※の決定
　平成27年7月、2030年度の電源構成のうち、「原子力発電を20～22％」「再生可能エネルギー発電を22～
24％」とする長期エネルギー需給見通し（エネルギーベストミックス）が決定。
■ICTによる地域経済活性化の可能性
　「平成27年版　情報通信白書」において、ICTは、企業活動の効率性向上の最も一般的なツールであり、地域
企業の労働生産性向上に大いに貢献し、経済全体の「雇用の質」を高めていくと指摘。

2．今後の課題

3．将来像

○新しい電力制御技術とICTを組み合わせた、エネルギー全体の供給体制や、新たな次世代の社会システムが
構築されていない。
○ICTや燃料電池といった生産性の著しい向上に資する次世代技術が、農林水産業分野をはじめ産業全般にわ
たり導入が進んでいない。
○今後拡大が予測されている海洋エネルギー産業等の新分野について、県内企業が参入していく地域の支援
体制が整っていない。

○再生可能エネルギーの導入、省エネルギーの取組、ICT等の積極活用により電力システム改革が進展する中、
エネルギーベストミックスの達成に向け全国に先駆けて進捗している。
○国内外の海洋再生可能エネルギー関連企業が集積し、拠点形成が進んだことで、地域産業の振興と地域の活
性化につながり、安定した質の高い雇用が創出されている。

○ICTや燃料電池など次世代技術を取り入れることによって、農林水産業をはじめとした産業全体が徹底した省
エネルギーにより生産性をアップさせ、活況を呈するとともに、これを支える本県の環境・エネルギー産業分
野において、県内企業が売り上げを伸ばし、基幹産業の一つに成長している。

◆数値目標

指標名

付加価値額を増加させた県内環境・エネルギー関連企業数

目標値

50社（H32）

※COP〈Conference of the Parties〉：「気候変動枠組条約締約国会議」の略。地球温暖化に関する国際的な枠組みの交渉会議
※エネルギーベストミックス：再生可能エネルギーや石炭火力、原子力等、複数の発電方式をバランスよく組み合わせ、安定して電力供給できる電源構成 ※プロトタイプ：量産化前に、問題点抽出のために試作された原型機

戦略の方向性

【産業振興・雇用創出】
■新技術による産業創出
 ●海洋エネルギー産業の拠点形成
　海域利用、地域協調ルールの検討や特区を活用した規制緩
和を進め、実証フィールドの運営・サービスの確立、アジア
における海洋エネルギー技術の基盤となる研究開発拠点
の県内形成を推進し、関連するマーケットをアジアに創出。

 ●小型潮流発電設備の商用化
　西海の潮流ポテンシャルを活用した小型潮流発電設備
の製品化。

 ●超小型EVの商用化
　ナガサキ型超小型モビリティ（EV）の製品化。
●地産地消型未利用資源エネルギーの農業への二次利用
地熱や木質バイオマス発電の余熱を農業へ活用したビ
ジネスモデルの構築を促進。

 ●燃料電池関連産業の創出
　海洋県である本県のニーズに合った、漁船、作業船、海
上タクシー、フェリー、クルーザー等の燃料電池船化に
向けた技術開発や製品化を促進。

 ●センサー関連産業の創出
　自動制御システム等ICT技術を活用し、農林水産業をは
じめとした産業全般の生産性向上を促進するため、関連
するセンサー分野への参入及び拡大を県内企業に働き
掛け産業化を推進。

【社会の低炭素化・グリーン化】
■スマートコミュニティの構築
 ●対馬プロジェクト
　再生可能エネルギーを活用したインフラ施設のモデル
実証や導入を通じ、創エネ・省エネの両面から、安心・快
適で豊かなエネルギー自立を目指す島を構築。

 ●長崎未来型エネルギー自給自足団地プロジェクト
　県内技術と地理的特性を活かした、長崎県オリジナルで
電力システム改革の流れにマッチしたスマートコミュニ
ティを構築。
■新技術による産業生産性向上
 ●ICT等による産業生産性向上
　エネルギー制御システム、ロボット、水素・燃料電池技術
等の積極活用により、産業の省力化・自動化・省エネ化
を促進。

主な取組

【産業振興・雇用創出】
■新技術による産業創出
 ●海洋再生可能エネルギー実証フィール
ドの運営・サービスの確立、研究開発拠
点の県内形成により、海洋産業クラス
ターの形成を推進。
●小型潮流発電設備の商用化を目指す
地場企業を中心とした産学官による県
内海域での実証事業を推進。
●超小型EVのプロトタイプ※の研究開発
と製品製造。
●地熱・木質バイオマス発電の余熱を農
業に利用したビジネスモデルの実証。
●国や民間事業者が行う、燃料電池船の
研究開発のための実証フィールドの整
備・活用により、商用ベースの燃料電池
船を開発。

●南島原市における島原鉄道廃線敷等
を活用して自動走行実証事業のための
フィールド整備に取り組むとともに、セ
ンサー技術を活用した先進運転支援シ
ステムや高感度画像処理といった関連
産業の誘致と県内関連産業の集積に
取り組む。

【社会の低炭素化・グリーン化】
■スマートコミュニティの構築
●対馬プロジェクト
　木質バイオマスを活用した熱供給施設
とバイオマス発電施設の導入、地域エ
ネルギー供給会社の創設。
●長崎未来型エネルギー自給自足団地
プロジェクト
　長崎県スマートコミュニティ構想の策
定と実現。
■新技術による産業生産性向上
　太陽光発電で水を電気分解し製造した
水素による燃料電池をハウスなど農業
生産現場や福祉施設等に設置。燃料電
池による電気と熱を農業等で活用する
ビジネスモデルを構築。
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前提となる考え プロジェクトの方向性 主な取組

・本県には世界遺産の「明治日本の産業革命遺産 製鉄・
製鋼、造船、石炭産業」と、世界遺産候補の「長崎の教
会群とキリスト教関連遺産」（H28年登録目標）があり
ます。
・世界遺産登録により国内外から注目されることとなり、
来訪者の増加により観光産業をはじめとした裾野が広
い経済効果が期待されます。
・特に「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」は、人口減
少が進む島嶼部や半島地域にも点在しており、世界遺
産を活かした地域活性化の取組が可能となります。

・世界遺産の価値を日本、全世界に向け適切な方法で公
開、発信し、構成遺産の周辺地域に暮らす人々やその営
みに触れる機会を提供します。
・これらにより世界遺産を守り維持する地域社会の基盤
を強め、世界遺産が持つ顕著な普遍的価値を永続的に
維持していくことを目指します。
・多地域に点在する世界遺産が持つ歴史と魅力を他の観
光資源とストーリーで結び、観光客の広域周遊かつ滞
在型観光を促進し、併せて受入環境を整え、県全体の
地域活性化へ結びつけます。

世界文化遺産プロジェクト ～日本、世界にその価値を伝え、活かす～

①教会等での受入対策
見学マナーの周知や事前連絡制の拡大
等により、秩序ある公開の仕組みをつくる

②歴史的・文化的価値を活用した魅力創出対策
2つの世界遺産（候補）の歴史ストーリー
を活用した話題創出・情報発信を図る

③受入基盤整備（外国人観光客対策含む）
宿泊・商業施設の充実、駐車場、トイレ、サ
イン、Wi-Fi環境等の整備や外国人観光
客の受入体制を構築する

④二次交通アクセス
公共交通機関の利便性向上と着地型旅
行商品と連携した二次交通アクセスの仕
組みづくり

⑤観光客の誘客対策
テーマやストーリー性を重視した国内か
らの誘客及び巡礼ツアー等による国外か
らの誘客を推進する

⑥県産品の販売、消費拡大対策
記念品・土産品等の企画開発支援と既
存の県産品等の売上増を図る

●長崎の教会群インフォメーションセンターの体制強化を図るとともに、ホームページの充実や観光関係説明
会等によって一層の周知を図ります。
●教会守の配置や地域ガイド等との連携による受入体制の充実を図ります。
●構成資産や信仰の場を守るため、教会堂見学の事前連絡制により受入の調整を図ります。
●構成資産の保護に資するため、財源確保策の検討を行います。

●国内外の博物館との連携を図るとともに、歴史的価値を内外に広めるためのミュージアム連携を推進します。
●「長崎の教会群」の価値を深め、伝え、将来に向けて守っていくため、調査研究・情報発信・意識醸成の機能（世
界遺産センター（仮称））を整備します。
●「長崎の教会とキリスト教関連の歴史文化遺産群」における登録資産の県内市町への拡大とウェブサイト「お
らしょ－こころ旅」の充実を図ります。

●増加する観光客の受入に必要な宿泊・飲食施設の充実を図ります。
●構成資産毎の受入拠点や駐車場・トイレ等の整備について、市町が行う取組を支援します。
●4ヶ国語対応の案内板等の設置支援やWi-Fi環境の整備強化を図るとともに、巡礼ガイド等の養成を促進し、
現地における受入環境を整備します。

●外国人観光客向けに、外国語パンフレットの整備や通訳ガイドの育成等を進めるとともに、公共交通機関や宿
泊・飲食等の各種施設におけるおもてなしの充実を図ります。

●運行ダイヤの調整や乗継の円滑化、案内表示の多言語化等による公共交通機関の利便性向上を目指します。
●公共交通機関だけでは利便性確保が困難なエリアにおいては、タクシーやチャーター船等を活用した二次交
通アクセスと周遊をセットにした旅行商品の開発及び情報発信に取り組みます。

●着地型旅行の開発・磨き上げや広域周遊・滞在型観光の推進を図ることで魅力ある旅行商品を造成するとと
もに、2つの世界遺産（候補）のストーリーについて「長崎デスティネーションキャンペーン※」等を活用した情報
発信を展開し、国内からの誘客を推進します。

●韓国及びフィリピンからの巡礼ツアーの継続的な誘致に取り組むとともに、外国人に訴求力がある「和の要
素」を意識した上で、「長崎の教会群」を活かした欧州市場からの誘客拡大に向けた情報発信を行います。
●九州各県の世界遺産や魅力ある観光資源と連携した誘客と周遊促進に取り組みます。
●世界遺産登録による観光客の増加が一時的なブームに終わらないよう、宿泊客、リピーター客、質の高いツ
アー等の持続的な誘致を図り、世界遺産登録効果の安定的かつ着実な定着、拡大を図ります。

●世界遺産に関連した土産品等の開発支援を行うとともに、既存の県産品、土産品のブラッシュアップ※を図り
ます。
●「長崎県特産品新作展」において特別賞を設けるなど、県内企業の世界遺産関連商品の開発意欲向上を図り
ます。

※デスティネーションキャンペーン：JRグループ6社と指定された自治体、地元の観光事業者等が協働で実施する大型観光キャンペーンのこと
※ブラッシュアップ：一定のレベルに達した状態からさらに磨きをかけること（一段と優れたものにすること）

◆数値目標
・来訪者の理解度：90％（H32年度）
・観光消費額（宿泊客総額）：2,545億円（H32年）

・構成資産を守りつつ、秩序ある公開による受入対策を
推進
・国内外の認知度及び歴史的・文化的価値の理解度の向上
・宿泊・飲食施設の充実及び駐車場・トイレ等の便益施設
やサイン、ガイド等の現地における受入環境の整備
・公共交通機関等の利便性の向上
・テーマやストーリー性を重視した旅行商品の造成や情
報発信、国内外からの誘客促進
・土産品等の開発及び既存の産地ブランドの強化
・世界遺産登録効果の安定的、着実な定着及び拡大

1．現状と時代の潮流

2．将来像

3．今後の課題
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「教会群」の世界遺産登録については、平成28年2月にユネスコへの推薦書を一旦取り下げ、再提出に向けた検討を行っております。



前提となる考え プロジェクトの方向性 主な取組

・本県には世界遺産の「明治日本の産業革命遺産 製鉄・
製鋼、造船、石炭産業」と、世界遺産候補の「長崎の教
会群とキリスト教関連遺産」（H28年登録目標）があり
ます。
・世界遺産登録により国内外から注目されることとなり、
来訪者の増加により観光産業をはじめとした裾野が広
い経済効果が期待されます。
・特に「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」は、人口減
少が進む島嶼部や半島地域にも点在しており、世界遺
産を活かした地域活性化の取組が可能となります。

・世界遺産の価値を日本、全世界に向け適切な方法で公
開、発信し、構成遺産の周辺地域に暮らす人々やその営
みに触れる機会を提供します。
・これらにより世界遺産を守り維持する地域社会の基盤
を強め、世界遺産が持つ顕著な普遍的価値を永続的に
維持していくことを目指します。
・多地域に点在する世界遺産が持つ歴史と魅力を他の観
光資源とストーリーで結び、観光客の広域周遊かつ滞
在型観光を促進し、併せて受入環境を整え、県全体の
地域活性化へ結びつけます。

世界文化遺産プロジェクト ～日本、世界にその価値を伝え、活かす～

①教会等での受入対策
見学マナーの周知や事前連絡制の拡大
等により、秩序ある公開の仕組みをつくる

②歴史的・文化的価値を活用した魅力創出対策
2つの世界遺産（候補）の歴史ストーリー
を活用した話題創出・情報発信を図る

③受入基盤整備（外国人観光客対策含む）
宿泊・商業施設の充実、駐車場、トイレ、サ
イン、Wi-Fi環境等の整備や外国人観光
客の受入体制を構築する

④二次交通アクセス
公共交通機関の利便性向上と着地型旅
行商品と連携した二次交通アクセスの仕
組みづくり

⑤観光客の誘客対策
テーマやストーリー性を重視した国内か
らの誘客及び巡礼ツアー等による国外か
らの誘客を推進する

⑥県産品の販売、消費拡大対策
記念品・土産品等の企画開発支援と既
存の県産品等の売上増を図る

●長崎の教会群インフォメーションセンターの体制強化を図るとともに、ホームページの充実や観光関係説明
会等によって一層の周知を図ります。
●教会守の配置や地域ガイド等との連携による受入体制の充実を図ります。
●構成資産や信仰の場を守るため、教会堂見学の事前連絡制により受入の調整を図ります。
●構成資産の保護に資するため、財源確保策の検討を行います。

●国内外の博物館との連携を図るとともに、歴史的価値を内外に広めるためのミュージアム連携を推進します。
●「長崎の教会群」の価値を深め、伝え、将来に向けて守っていくため、調査研究・情報発信・意識醸成の機能（世
界遺産センター（仮称））を整備します。

●「長崎の教会とキリスト教関連の歴史文化遺産群」における登録資産の県内市町への拡大とウェブサイト「お
らしょ－こころ旅」の充実を図ります。

●増加する観光客の受入に必要な宿泊・飲食施設の充実を図ります。
●構成資産毎の受入拠点や駐車場・トイレ等の整備について、市町が行う取組を支援します。
●4ヶ国語対応の案内板等の設置支援やWi-Fi環境の整備強化を図るとともに、巡礼ガイド等の養成を促進し、
現地における受入環境を整備します。
●外国人観光客向けに、外国語パンフレットの整備や通訳ガイドの育成等を進めるとともに、公共交通機関や宿
泊・飲食等の各種施設におけるおもてなしの充実を図ります。

●運行ダイヤの調整や乗継の円滑化、案内表示の多言語化等による公共交通機関の利便性向上を目指します。
●公共交通機関だけでは利便性確保が困難なエリアにおいては、タクシーやチャーター船等を活用した二次交
通アクセスと周遊をセットにした旅行商品の開発及び情報発信に取り組みます。

●着地型旅行の開発・磨き上げや広域周遊・滞在型観光の推進を図ることで魅力ある旅行商品を造成するとと
もに、2つの世界遺産（候補）のストーリーについて「長崎デスティネーションキャンペーン※」等を活用した情報
発信を展開し、国内からの誘客を推進します。

●韓国及びフィリピンからの巡礼ツアーの継続的な誘致に取り組むとともに、外国人に訴求力がある「和の要
素」を意識した上で、「長崎の教会群」を活かした欧州市場からの誘客拡大に向けた情報発信を行います。
●九州各県の世界遺産や魅力ある観光資源と連携した誘客と周遊促進に取り組みます。
●世界遺産登録による観光客の増加が一時的なブームに終わらないよう、宿泊客、リピーター客、質の高いツ
アー等の持続的な誘致を図り、世界遺産登録効果の安定的かつ着実な定着、拡大を図ります。

●世界遺産に関連した土産品等の開発支援を行うとともに、既存の県産品、土産品のブラッシュアップ※を図り
ます。
●「長崎県特産品新作展」において特別賞を設けるなど、県内企業の世界遺産関連商品の開発意欲向上を図り
ます。

※デスティネーションキャンペーン：JRグループ6社と指定された自治体、地元の観光事業者等が協働で実施する大型観光キャンペーンのこと
※ブラッシュアップ：一定のレベルに達した状態からさらに磨きをかけること（一段と優れたものにすること）

◆数値目標
・来訪者の理解度：90％（H32年度）
・観光消費額（宿泊客総額）：2,545億円（H32年）

・構成資産を守りつつ、秩序ある公開による受入対策を
推進
・国内外の認知度及び歴史的・文化的価値の理解度の向上
・宿泊・飲食施設の充実及び駐車場・トイレ等の便益施設
やサイン、ガイド等の現地における受入環境の整備
・公共交通機関等の利便性の向上
・テーマやストーリー性を重視した旅行商品の造成や情
報発信、国内外からの誘客促進
・土産品等の開発及び既存の産地ブランドの強化
・世界遺産登録効果の安定的、着実な定着及び拡大

1．現状と時代の潮流

2．将来像

3．今後の課題
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新幹線プロジェクト ～新幹線で創る長崎のまちと未来～

1．現状と時代の潮流 4．プロジェクトの方向性

スケジュール・推進体制　等 アクションプランの取組イメージ■平成24年6月に武雄温泉・長崎間のフル規格による工事実施計画が認可され、認可の日から概ね10年後の
完成・開業に向けて整備が進められている。
■西九州ルートが整備されれば、鹿児島ルートと2線一体となった相乗効果で、九州地域の一体的浮揚につなが
るとともに、中国地方や関西地方とも連携した社会経済の発展に寄与するものと期待されている。
■西九州ルートには、現在開発中のフリーゲージトレインが導入され、全国初の軌間可変方式により、新幹線と
在来線の直通運行が実現することになっている。
■日本政策投資銀行の「アジア8地域・訪日外国人旅行者の意向調査（平成26年版）」によると、「行ってみたい日
本の観光イメージ」の7位に「新幹線（55％）」が入っており、訪日外国人旅行者にとっては、新幹線に乗ること
自体が、日本に行ってみたいと思わせる観光資源になっている。
■開業により、博多～長崎間の所要時間が最速で1時間20分となり、現行の最速時間より28分短縮される。
■また、長崎県・佐賀県の鉄道利用者は、福岡県との間が約1.3倍、中国圏及び関西圏との間が約1.2倍増加す
ると見込まれている。（H24.4 国土交通省交通政策審議会とりまとめ）

2. 今後の課題

■人口減少、少子化、高齢化時代の中、新幹線開業を機に本県の活力と賑わいづくりのために、人・モノ・仕事の
交流を拡大させること
■新幹線開業効果を最大限に引き出し、その効果を離島を含めた県内各地に波及させ、多くの県民の皆さんに
実感してもらうこと
■県民、民間事業者、行政が協働して、本県の魅力や潜在能力を最大限に発揮する取組を効率的・効果的に推進
すること
■購買客の県外流出（ストロー現象）、日帰圏化、企業の支店・営業所の統廃合増加、地域間競争の激化などマイ
ナス面に対応すること

3. 将来像

■新幹線開業により、アクセスが向上し、人・モノ・仕事の交流が活発化している。
■本州、特に中国・関西方面との交流人口が飛躍的に拡大し、観光をはじめ様々な産業が活気づくとともに、新
たな雇用が生まれ、人や地域が今以上に元気になっている。
■全国の新幹線ネットワークと県内交通ネットワークが結びつき、国内外からの観光客が新幹線駅からさらに先
の県内各所を訪れることで新幹線の開業効果は、新幹線の沿線地域だけではなく、県北地域、島原半島、そし
て離島地域など、県内全域及び西九州地域に及んでいる。
■各地域の特性を活かした駅舎や駅周辺の整備が行われ、人が集まる魅力あるまちとなっている。

◆数値目標　アクションプランの策定
　　　　　　目標値　策定（H29年度）
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アクションプラン策定

○アクションプランの内容
検討・策定

【構成イメージ】
・経済界、観光・交通事業者、
学識経験者、NPO、行政

○アクションプランの推
進・調整

【構成イメージ】
・経済界、観光・交通事業
者、有識者、NPO、行政

アクション
プラン
検討

アクション
プラン
推進

●総合計画策定
（新幹線プロジェクト）
●早期開業への取組 ●交流・情報発信拠点の整備

●新幹線駅を含む地域のシンボル的な顔づ
くり　など

（1）受入環境づくり
●地域資源のさらなる磨き上げと観光まち
づくりの推進

●快適な周遊・滞在環境のインフラ整備
●ホスピタリティの醸成、地域ボランティア
人材の確保・育成　など

（1）ビジネスの創出・産業基盤の強化
●新たなビジネス展開
●ビジネス環境の整備
●企業誘致等による産業基盤強化　など

（2）農林水産業の振興
●県産食材のブランド化・販路拡大、需要拡大
●農林水産業と観光との連携　など

（3）地域活性化
●交流人口の拡大
●地域ビジネスの創出
●地域づくりを担う人材育成
●UIターンの推進　など

（2）戦略的な情報発信
●集客の最大化を図る戦略的な情報発信の展開
●PR拠点の充実・強化
●広域連携の推進　など

（3）観光誘客促進
●地域の個性や資源を活かした周遊・滞在型
観光、体験・交流型観光の推進

●国内外からの誘客促進　など

（2）賑わいのあるまちづくり
●地域の特色を活かした交流空間づくり
●駅周辺の賑わいづくり　など

（3）移動しやすい環境づくり
●二次・三次交通アクセスの充実・強化
●新幹線駅と観光地とのアクセス向上のた
めの道路網整備

●全ての人が安心して快適に移動できるま
ちづくり　など

九州新幹線西九州ルート開業
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新幹線プロジェクト ～新幹線で創る長崎のまちと未来～

1．現状と時代の潮流 4．プロジェクトの方向性

スケジュール・推進体制　等 アクションプランの取組イメージ■平成24年6月に武雄温泉・長崎間のフル規格による工事実施計画が認可され、認可の日から概ね10年後の
完成・開業に向けて整備が進められている。
■西九州ルートが整備されれば、鹿児島ルートと2線一体となった相乗効果で、九州地域の一体的浮揚につなが
るとともに、中国地方や関西地方とも連携した社会経済の発展に寄与するものと期待されている。
■西九州ルートには、現在開発中のフリーゲージトレインが導入され、全国初の軌間可変方式により、新幹線と
在来線の直通運行が実現することになっている。
■日本政策投資銀行の「アジア8地域・訪日外国人旅行者の意向調査（平成26年版）」によると、「行ってみたい日
本の観光イメージ」の7位に「新幹線（55％）」が入っており、訪日外国人旅行者にとっては、新幹線に乗ること
自体が、日本に行ってみたいと思わせる観光資源になっている。
■開業により、博多～長崎間の所要時間が最速で1時間20分となり、現行の最速時間より28分短縮される。
■また、長崎県・佐賀県の鉄道利用者は、福岡県との間が約1.3倍、中国圏及び関西圏との間が約1.2倍増加す
ると見込まれている。（H24.4 国土交通省交通政策審議会とりまとめ）

2. 今後の課題

■人口減少、少子化、高齢化時代の中、新幹線開業を機に本県の活力と賑わいづくりのために、人・モノ・仕事の
交流を拡大させること
■新幹線開業効果を最大限に引き出し、その効果を離島を含めた県内各地に波及させ、多くの県民の皆さんに
実感してもらうこと

■県民、民間事業者、行政が協働して、本県の魅力や潜在能力を最大限に発揮する取組を効率的・効果的に推進
すること
■購買客の県外流出（ストロー現象）、日帰圏化、企業の支店・営業所の統廃合増加、地域間競争の激化などマイ
ナス面に対応すること

3. 将来像

■新幹線開業により、アクセスが向上し、人・モノ・仕事の交流が活発化している。
■本州、特に中国・関西方面との交流人口が飛躍的に拡大し、観光をはじめ様々な産業が活気づくとともに、新
たな雇用が生まれ、人や地域が今以上に元気になっている。
■全国の新幹線ネットワークと県内交通ネットワークが結びつき、国内外からの観光客が新幹線駅からさらに先
の県内各所を訪れることで新幹線の開業効果は、新幹線の沿線地域だけではなく、県北地域、島原半島、そし
て離島地域など、県内全域及び西九州地域に及んでいる。
■各地域の特性を活かした駅舎や駅周辺の整備が行われ、人が集まる魅力あるまちとなっている。

◆数値目標　アクションプランの策定
　　　　　　目標値　策定（H29年度）
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アクションプラン策定

○アクションプランの内容
検討・策定

【構成イメージ】
・経済界、観光・交通事業者、
学識経験者、NPO、行政

○アクションプランの推
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●総合計画策定
（新幹線プロジェクト）
●早期開業への取組 ●交流・情報発信拠点の整備

●新幹線駅を含む地域のシンボル的な顔づ
くり　など

（1）受入環境づくり
●地域資源のさらなる磨き上げと観光まち
づくりの推進

●快適な周遊・滞在環境のインフラ整備
●ホスピタリティの醸成、地域ボランティア
人材の確保・育成　など

（1）ビジネスの創出・産業基盤の強化
●新たなビジネス展開
●ビジネス環境の整備
●企業誘致等による産業基盤強化　など

（2）農林水産業の振興
●県産食材のブランド化・販路拡大、需要拡大
●農林水産業と観光との連携　など

（3）地域活性化
●交流人口の拡大
●地域ビジネスの創出
●地域づくりを担う人材育成
●UIターンの推進　など

（2）戦略的な情報発信
●集客の最大化を図る戦略的な情報発信の展開
●PR拠点の充実・強化
●広域連携の推進　など

（3）観光誘客促進
●地域の個性や資源を活かした周遊・滞在型
観光、体験・交流型観光の推進

●国内外からの誘客促進　など

（2）賑わいのあるまちづくり
●地域の特色を活かした交流空間づくり
●駅周辺の賑わいづくり　など

（3）移動しやすい環境づくり
●二次・三次交通アクセスの充実・強化
●新幹線駅と観光地とのアクセス向上のた
めの道路網整備

●全ての人が安心して快適に移動できるま
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「しごと」を創ってもそれ
を支える「ひと」がいな
い流れを改善

「し
を

魅力ある「ひと」「しごと」づくりによる定住促進プロジェクト ～魅力ある「ひと」「しごと」を創り、県内に留め、県外から呼び込む～

・人口減少・超高齢化社会において、人口減少が地域経
済の縮小を呼び、地域経済の縮小が人口減少を加速
させることが危惧され、また、地方と東京の経済格差
の拡大が、地方から東京圏への人口流出を招いてい
ます。
・一方で、景気回復を受け、有効求人倍率が一時期と比
べ改善しており、県内に仕事が不足する状況から、県
内に就職し活躍できる雇用環境へ変化してきており
ます。

・産学官が連携して、人材育成と県内就職促進等に取り組む体制を整備するとともに、県内及び県外の若者等に対し、本
県や県内企業の魅力を発信すること等により県内就職の促進を図ります。また、「人財県長崎」の実現を目指し、県内産
業が求める人材像や社会経済情勢の変化等を捉えた人材育成に取り組むとともに、新産業の創出や企業誘致の推進等に
より若者が魅力を感じる雇用の場を創出し、本県の「人財」が県内で活躍できる環境づくりを進めることなどにより、「ひと」
と「しごと」の好循環を生み出し、定住の促進と活力ある地域づくりにつなげていきます。

・雇用環境の変化を踏まえ、良質な雇用の場を求
めて人材が県外に流出し、地域経済が縮小する
といった、これまでの流れを転換していかなけれ
ばなりません。
・県内に留まりたい、又は県外に一度出たものの
県内に戻りたいと考える方に、県内に定住して
いただき、また、それにより県内産業が活性化
するような新たな流れを生み出していく必要が
あります。

主な取組

「ひと」と「しごと」のマッチング・県内就職促進等

「人財県長崎」の実現を目指した
魅力ある「人財」の育成

本県「人財」が活躍できる
魅力ある雇用の場の創出

長崎県産業人材育成産学官コンソー
シアムによる産学官の連携強化

県内企業や農林水
産業及び長崎県の
魅力発信

県内就職等の
促進・支援

魅力ある
雇用環境整備

ふるさと教育の
推進

企業、学校及び行政が、人材育成や県内就職促進等について意見交換
を行い、具体策を検討

・高校生や大学生に対する県内企業の優れた技術力など県内企業の魅力ある情報の発
信、合同企業面談会や職場見学会等の実施
・県内企業でのインターンシップ体験などキャリア教育の充実
・儲かる農業の姿や就農先の受入態勢等の情報発信、漁村地域の魅力発信等
・暮らしやすさに係る本県の優位性や魅力の積極的な発信

・県内企業の求人開拓等を専門的に行う職員の配置による高校生の県内就職支援
・求人票の魅力向上など県内企業の人材採用力向上
・県内高校生から選ばれる魅力ある大学づくり

・ワーク・ライフ・バランスの推進や処遇改善など若者にとって魅力ある働きやすい良質
な職場環境の実現

・本県の歴史・文化、自然や産業の持つ魅力の理解などふるさと長崎県を再認識する取
組の推進

好循環の実現

・国のCOC＋等を活用した、大学の教育カリキュラム構
築等による人材育成
・社会人等を対象とした実践・専門的な地域人材の育成・確保
・県立大学の情報セキュリティ学科開設、高等技術専門
校や農業大学校の訓練・研修内容の充実、魅力ある県
立学校づくりと国家資格等の取得促進
・外国語教育の充実等によるグローバル人材の育成
・サービス産業を支える人材や地域スポーツ活動で活躍
できる人材の育成

・意欲ある就農・就業希望者の確保と準備段階から定着
までの切れ目ない支援、幅広い年代にわたる漁業就業
者の確保・育成

・産学官が連携した建設人材の確保・育成、医師・看護師・
介護職員等の人材確保・育成と資質向上

県内産業が求める人材像を踏まえた人材の育成、
成長産業等を担う人材の育成

・IT人材等が活躍できる企業の誘致推進と受け皿整備
・ICTの利活用推進と関連産業の活性化、世界最先端の
技術や人材の集積と海洋エネルギー産業の拠点形成
・グローバル人材の活用等による観光産業の強化
・サービス産業の生産性向上、スポーツツーリズムの推進等
・プロフェッショナル人材戦略拠点の整備等による県内
中小企業の成長支援
・市町や金融機関等と連携した創業・起業支援

・農業における家族経営から雇用型経営への発展支援、
6次産業化の推進や農山漁村が有する地域資源の活
用、雇用型漁業の推進等

「ひと」と「しごと」の好循環の実現
「ひと」を育てても魅
力ある「しごと」を求め
て県外へ流出する流
れを改善

産学官連携による

「ひと」と
「しごと」
のマッチング

〔数値目標〕①県内大学生の県内就職率　基準値44.9％（H26）→最終目標55％（H32）
　　　　　②県内高校生の県内就職率　基準値57.7％（H26）→最終目標65％（H32）

・農業における家族経営から雇用型経営への発展支援、

が活躍できる財県長崎」の実現

門
県

躍

・グロ
・サー
・プロ
中小
・市町

農林水産業・農山漁村全体の所得向上等

用、雇用型漁業の推進等

人材不足分野の処遇改善等

農林水産業を担う人材の確保・育成

・産学官が連携した建設人材の確保・育成、医師・看護師・

人材不足分野の人材の確保・育成

・IT人材等が活躍できる企業の誘致推進と受け皿整備

高度専門人材等が活躍できる企業の誘致推進、新産業
の創出、関連産業の付加価値向上、創業・起業支援等

1．現状と時代の潮流 2. 今後の課題

3. 将来像

県外からも
「しごと」を呼び込む
（企業誘致等）

しごと」を創ってもそれ「し

魅力ある
「しごと」
の創出

魅力ある
「ひと」
の育成

県外からも「ひと」
を呼び込む
（UIターン等） 「しごと」を創り・「ひと」を育

てる

「ひと
」を育て・「しごと」を創る

・介護・福祉職の処遇改善など労働・雇用環境の改善やイ
メージアップ等
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「しごと」を創ってもそれ
を支える「ひと」がいな
い流れを改善

「し
を

魅力ある「ひと」「しごと」づくりによる定住促進プロジェクト ～魅力ある「ひと」「しごと」を創り、県内に留め、県外から呼び込む～
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までの切れ目ない支援、幅広い年代にわたる漁業就業
者の確保・育成

・産学官が連携した建設人材の確保・育成、医師・看護師・
介護職員等の人材確保・育成と資質向上

県内産業が求める人材像を踏まえた人材の育成、
成長産業等を担う人材の育成

・IT人材等が活躍できる企業の誘致推進と受け皿整備
・ICTの利活用推進と関連産業の活性化、世界最先端の
技術や人材の集積と海洋エネルギー産業の拠点形成
・グローバル人材の活用等による観光産業の強化
・サービス産業の生産性向上、スポーツツーリズムの推進等
・プロフェッショナル人材戦略拠点の整備等による県内
中小企業の成長支援
・市町や金融機関等と連携した創業・起業支援

・農業における家族経営から雇用型経営への発展支援、
6次産業化の推進や農山漁村が有する地域資源の活
用、雇用型漁業の推進等
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「ひと」を育てても魅
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　　　　　②県内高校生の県内就職率　基準値57.7％（H26）→最終目標65％（H32）
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