
【重点戦略新規事業の計上状況】
（単位：千円）

部局名 課・室名 事業名 事業概要 Ｈ25
要求額

Ｈ25
計上額 計上内容

総務部 学事振興室 私立高等学校キャリアサポート
事業費

郷土を担う高校生の就職活動を支援し、県内就職率の向上を図
るため、私立高等学校におけるキャリアサポートスタッフ（就
職指導専門員）の配置等を支援

81,828 38,307 事業内容等の精査

企画振興部 政策企画課 統合型リゾート導入検討事業費
カジノを含む統合型リゾート導入の効果及び影響等について、
県と佐世保市で構成する協議会を設置し、県・市共同で調査研
究及び専門的検討を実施

4,000 8,393 事業内容等の精査

企画振興部 地域振興課 長崎をかえる人財誘致プロジェ
クト推進費

地域の魅力アップや起業・定住による地域の活性化を推進する
ため、市町と連携して国の｢地域おこし協力隊」の制度を活用し
た「人財」誘致を実施

79,000 58,175 事業内容等の精査

企画振興部 新幹線・総合交
通対策課

上海定期航空路線強化定着支援
対策事業費

長崎－上海航空路線の利用率の向上と週3便化の定着を図るた
め、運航経費の一部支援や機内食提供を実施 64,667 49,616 事業内容等の精査

企画振興部 国際課 長崎県日中親善協議会設立４０
周年記念等事業費

長崎県日中親善協議会の設立40周年を記念し、中国とのより一
層の友好交流促進を図るため、講演会・祝賀会や訪問団派遣な
どの事業を実施

21,747 13,099 事業内容等の精査

企画振興部 国際課 未来を担う日韓青少年育成事業
費

日韓両国の相互理解・交流や両国の未来を担う人材の育成を図
るため、フォーラムの開催やグループ討議等を実施 7,652 6,641 事業内容等の精査

文化観光物
産局 文化振興課 孫文・梅屋庄吉と長崎近代交流

史展示室（仮称）整備事業費

孫文と梅屋庄吉を中心に、近代交流史において長崎が果たした
歴史的意義や役割等を広く発信する常設展示施設を旧香港上海
銀行長崎支店に長崎市と共同で整備

165,597 165,597 要求額どおり

文化観光物
産局 文化振興課 県内の歴史文化遺産を活用した

交流促進事業費

地元と連携しながら、朝鮮通信使などの世界に誇れる歴史文化
遺産について、調査研究、顕彰、特別企画展の開催等に取り組
み、海外との交流や国内外からの誘客を促進

58,570 46,172 事業内容等の精査

文化観光物
産局 観光振興課 「長崎の旅」イメージアップ推

進事業費

本県観光の魅力を高めるイメージの形成と浸透を図り、観光客
の誘致を促進するため、首都圏や関西、福岡を中心に戦略的な
情報発信、プロモーション活動を展開

78,606 67,256 事業内容等の精査

文化観光物
産局 販売戦略課 首都圏での長崎情報発信・営業

拠点づくり事業費

首都圏における県産品のＰＲ・販路拡大を図るため、東京産業
支援センターに商談ルーム等の営業拠点を整備するとともに、
首都圏における「長崎県応援店（仮称）」の取組を実施

18,900 17,727 事業内容等の精査

文化観光物
産局 販売戦略課 ながさきの魅力発信　ｉｎ　Ｋ

ＡＮＳＡＩ事業費

関西圏における本県の認知度向上、観光客誘致、県産品のＰ
Ｒ・販路拡大を図るため、有力企業とのタイアップによる総合
プロモーション等を展開するとともに、関西圏における「長崎
県応援店（仮称）」認定の取組を実施

27,691 14,685 事業内容等の精査
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文化観光物
産局

アジア・国際戦
略課 ソウル事務所運営事業費

県ソウル事務所を10年ぶりに復活させ、人脈の再構築や本県の
認知度向上、誘客の促進、県産品の販路拡大など、韓国の活力
を取り込むための取組を推進

56,179 24,015 事業内容等の精査

県民生活部 県民協働課 ＮＰＯと県がともに働くプロ
ジェクト事業費

県民との協働により、多様化する県民ニーズに対するきめ細か
な対応や、地域課題の解決を図るため、ＮＰＯ等からの提案に
よる協働事業への支援や優良事例の表彰等を実施

20,000 8,520 事業内容等の精査

県民生活部 生活衛生課 カネミ油症患者健康実態調査事
業費

「カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律」
の施行に伴い、健康実態調査や健康調査支援金の支給等を実施 130,718 130,718 要求額どおり

県民生活部 食品安全・
消費生活課

食品の安全・安心対策強化事業
費

有識者・関係団体からなる条例制定検討委員会を設置し、県民
の理解を得ながら「食品の安全・安心条例（仮称）」の検討等
を実施

3,880 3,762 事務費の精査

環境部 自然環境課 ふるさと自然再生事業
身近なふるさとの自然環境の保全、再生、活用を図るため、生
物多様性評価地図を作成するとともに、保全手法の見直しを行
い、地域性あふれる自然環境の再生を推進

8,000 6,410 事業内容等の精査

福祉保健部 医療政策課 在宅医療対策費 在宅医療体制を整備するため、市町を中心とした検討会の設
置、課題分析、実施計画の策定等を支援 4,980 3,713 事務費の精査

福祉保健部 国保・
健康増進課 長崎県フッ化物洗口推進事業費 県内の公私立幼稚園、保育所、小学校で実施するフッ化物洗口によるむし歯予防対策を支援 12,839 9,726 事務費の精査

福祉保健部 長寿社会課 元気高齢者による地域づくり事
業費

高齢者の社会参加等による生きがい、健康づくりを促進するた
め、元気な高齢者が地域で活躍することができる仕組みづくり
を支援

15,974 10,115 事業内容等の精査

こども政策
局

こども未来課
こども家庭課

ワーキングママサポートプロ
ジェクト事業費（看護師による
訪問看護型病児保育事業費）

看護師による訪問型病児・病後児保育への助成 8,934 8,934 要求額どおり

こども政策
局

こども未来課
こども家庭課

ワーキングママサポートプロ
ジェクト事業費（夏休み放課後
児童クラブ事業費）

夏休み期間中だけ開設する放課後児童クラブへの助成 3,214 3,214 要求額どおり

こども政策
局

こども未来課
こども家庭課

ワーキングママサポートプロ
ジェクト事業費（ひとり親家庭
の子どもを対象とした学習支援
ボランティア事業費）

ひとり親家庭の子どもを対象とした大学生等のボランティア派
遣による学習支援への助成 9,687 2,642 事業内容等の精査

こども政策
局

こども未来課
こども家庭課

ワーキングママサポートプロ
ジェクト事業費（発達障害のあ
る子どもを対象とした学習サ
ポート事業費）

発達障害のある子どもの個々の特性に応じた学習支援を実施 2,267 2,217 事務費の精査
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こども政策
局

こども未来課
こども家庭課

ワーキングママサポートプロ
ジェクト事業費（ひとり親家庭
の就労促進フォローアップ事業
費）

ひとり親家庭の就労促進を図るため、関係機関や有識者による
対策会議を開催し、課題の把握、分析、対応策の検討等を実施 1,333 355 事務費の精査

こども政策
局 こども家庭課 母子保健専門強化事業費（タン

デムマス検査事業費）
タンデムマス法による先天性代謝異常の検査を公費負担により
実施するとともに、医療機関等の支援連携体制を構築 15,044 15,044 要求額どおり

こども政策
局 こども家庭課

母子保健専門強化事業費（軽
度・中等度難聴児補聴器購入費
助成事業費

身体障害者手帳交付対象外で国庫補助の対象とならない軽度・
中等度難聴児の補聴器購入に要する経費の一部を助成 1,400 1,400 要求額どおり

産業労働部 産業振興課
産業技術課

元気なものづくり企業成長応援
事業費

中堅ものづくり企業の技術力・営業力・製品開発力の強化によ
り県外需要を獲得し、その波及効果を高めるため、県内中小企
業の受注拡大の取組を支援

169,843 116,436 事業内容等の精査

産業労働部 産業振興課
産業政策課

食の総合産業化プロジェクト事
業費

食品製造業者及び中間加工業者における規模拡大と県産材料の
利用拡大の取組や小規模事業者等の協業化を支援 174,045 131,169 事業内容等の精査

産業労働部 産業振興課 ニュービジネス促進事業費 今後の成長可能性が高い分野（環境・新エネルギー、医療・福
祉、海洋産業）における新たな事業化の取組を支援 40,202 12,352 事業内容等の精査

産業労働部

ﾅｶﾞｻｷ･ｸﾞﾘｰﾝﾆｭｰ
ﾃﾞｨｰﾙ推進室
ＥＶﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ推
進室

ナガサキ･グリーンニュー
ディール戦略プロジェクト推進
事業費

ナガサキ・グリーンニューディールを強力に推進するため、海
洋エネルギーの実証フィールド誘致や離島におけるモデル創出
などを戦略プロジェクトとして実施

74,303 42,412 事業内容等の精査

産業労働部 企業立地課 関連企業連動型誘致事業費 核となる企業と取引関係にある関連企業が連動した誘致を促進
し、自動車産業等の集積と大規模な雇用を創出 制度創設 制度創設 要求額どおり

水産部 漁政課 ながさき漁村・漁港高度利用プ
ロジェクト推進事業費

漁村の雇用創出と漁家所得向上を図るため、県内漁業者の経営
状況調査を行うとともに、水産業を核とした地域活性化プラン
作成と試験的取組を支援

10,250 13,142 事業内容等の精査

水産部 資源管理課 水産多面的機能発揮対策事業費 水産業・漁村の多面的機能の発揮のため、漁業者等が行う活動を支援 50,100 50,100 要求額どおり

水産部 資源管理課 藻場回復技術実証推進事業費
海域特性や藻場種類、地域の取組体制等を踏まえ、磯焼対策モ
デル地区における藻場回復の実証に取り組み、効果的な藻場回
復技術の普及を推進

25,166 19,805 事業内容等の精査

水産部 資源管理課 漁業許可調整対策事業費 資源の有効活用や漁業者の収益性確保の観点から、漁業許可の
運用や規制・制限内容の見直しに向けた取組を実施 6,000 5,804 事業内容等の精査
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水産部 水産振興課 養殖業収益性向上緊急対策事業
費

漁業・養殖業の経営安定を図るため、貝藻類養殖の導入支援に
よる経営の多角化や養殖マグロ、養殖真珠の高品質化による所
得向上等を促進

19,133 12,714 事業内容等の精査

水産部 水産加工・流通
室 水産バイヤー・トレード事業費

産地側から販売先への研修派遣や、産地側での小売バイヤー受
入による新商品開発等を支援することにより、双方の人的関係
を構築し、本県水産物の販路拡大を推進

41,067 26,907 事業内容等の精査

農林部 農業経営課 経営継承推進事業費
新規自営就農者を確保するため、経営継承マニュアルの作成や
移譲者のリスト化によるマッチングの推進、経営資源の有効活
用に対する支援を実施

29,360 20,860 事業内容等の精査

農林部 農産園芸課 農業生産新技術普及支援事業費 経営コスト縮減による農家所得向上を図るため、園芸用施設の長寿命化等による低コスト化の支援を実施 100,460 67,218 事業内容等の精査

農林部 農産園芸課 加工業務用産地育成整備推進事
業費

加工・業務用農産物の生産拡大による農家所得の向上を図るた
め、産地と実需者の連携を強化し、水田裏等を活用した加工・
業務用農産物の産地育成に向けた取組を支援

50,000 32,667 事業内容等の精査

農林部 畜産課 長崎県凍結精液流通管理システ
ム整備事業費

県有種雄牛凍結精液の不正な県外流出や精液証明書の偽造を防
止するため、バーコードを活用した流通管理システムを整備 24,926 22,162 事務費の精査

農林部 畜産課 エコフィード利活用畜産経営安
定チャレンジ事業費

畜産農家の飼料費縮減による経営安定化を図るため、エコ
フィードの利活用促進を支援 6,210 6,010 事業内容等の精査

農林部 畜産課 長崎和牛生産強化促進事業費 全国和牛能力共進会長崎大会での優秀な成績を活かすため、長
崎和牛の生産振興対策を強力に推進 187,718 98,063 事業内容等の精査

農林部 農産加工・流通
室 長崎和牛流通強化促進事業費

長崎和牛の認知度向上、消費拡大を図るため、中京・北九州等
の量販店や県内指定店での試食販売、長崎和牛販売プロモー
ション等を支援するとともに、「肉の日」等によるＰＲ展開を
実施

28,000 22,768 事業内容等の精査

農林部 林政課 ツバキ振興対策事業費 ツバキ油の増産を図るため、育林技術等の確立を図るととも
に、収穫体制の組織化等を支援 27,991 26,134 事務費の精査

土木部 道路建設課 みちづくりスクラム事業
交通ネットワークの充実と地域力の向上を図るため、道路にお
ける重要な幹線道路ネットワークを構成する市町道の整備につ
いて、市町と連携した補助制度を創設

制度創設 制度創設 要求額どおり

土木部 住宅課 長崎県住宅性能向上リフォーム
支援事業費

県民の安全・安心につながる住宅性能向上を図るための住宅リ
フォームについて、工事費の一部を助成 300,000 300,000 要求額どおり
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教育庁
総務課
義務教育課
高校教育課

小中高を通じた外国語教育強化
推進事業費

小中高を通じた外国語教育の充実を図り、国際社会で活躍する
資質と能力を身に付けた郷土の未来を切り拓く人材を育成 113,176 40,078 事業内容等の精査

教育庁 義務教育課
高校教育課 長崎県教育ＩＣＴ化推進事業費

県立学校や小中学校の推進拠点校にタブレットＰＣや電子黒板
等のＩＣＴ機器を導入し、実践研究を行うとともに、免許外教
科担任の授業サポート、複式学級の指導充実を図るため、遠隔
授業システムを整備し、離島地区等の生徒に遠隔授業を実施

213,393 141,485 事業内容等の精査


