
平成３０年２月
長 崎 県

平成３０年度当初予算（案）
のポイント
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◎一般会計予算総額 ６，９６０億円 対前年度当初比△２８５億円（△３．９％）

【増減が大きい事業のＨ３０事業費（Ｈ２９からの増減額）】
新県立図書館等整備事業 ５７億円（＋３６億円）、長崎警察署整備事業 １０億円（＋１０億円）、
新幹線整備事業負担金 ２２１億円（＋９億円）、主な社会保障関係費 ８６４億円（＋８億円）、
県庁舎建設整備事業 １億円（△２４３億円）、ふるさとづくり推進費（原爆病院関係） ０億円（△２４億円） など

◆骨格予算を予定していたが、県内経済の活性化に向けて切れ目なく対応するため、人口減少対策
や有人国境離島対策、県民所得向上対策等を含め、政策的経費を可能な限り計上した予算を編成

◆「人に生きがいを」、「産業に活力を」、「暮らしに潤いを」の３つの基本姿勢をもって予算編成を行い、
具体的な成果として県民の皆様にお返しできるよう、これまでの取組をさらに一歩前進

◆国の「新しい経済政策パッケージ」に対応した平成29年度補正予算と一体的な予算編成を行うとと
もに、昨年度創設された有人国境離島法関係の交付金や地方創生推進交付金等をしっかりと活用

◆本県財政は大変厳しい状況にあることから、財政健全化に向けた取組について併せて推進

平成３０年度当初予算編成の基本方針

［単位：百万円、％］

29年度当初 30年度当初 増減額 伸　率
① ② ②－① ③ ③／①

724,504 696,037 △ 28,467 △ 3.9

公 債 費 106,232 106,115 △ 117 △ 0.1
そ の 他 618,272 589,922 △ 28,350 △ 4.6

  一   般  会  計
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平成２９年度 平成３０年度

平成29年度3月（経済対策）

補正予算
【22,571百万円】

＜補正予算の主な内容＞
○公共事業費の追加 １９，３７９百万円
○水産物輸出拡大施設整備 ２，１００百万円
○社会福祉法人等の施設整備 ２０７百万円
○原子力災害対策事業費補助 ７７百万円

平成30年度当初予算
【696,037百万円 うち公共事業費94,652百万円】

平成29年度3月（経済対策）
補正予算

【22,571百万円 うち公共事業費19,379百万円】

事業実施は
30年度が中心

平成30年度において
関連施策を一体的に推進

【718,608百万円 うち公共事業費114,031百万円】

平成29年度3月補正予算（経済対策）と
平成30年度当初予算の一体的な編成

※このうち、公共事業費は「Ｈ28経済対策額＋Ｈ29当初予算額」より1,665百万円の増の114,031百万円を確保
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（単位：百万円、％）

２９年度 ３０年度

当初 当初 増減額 伸び率
① ② ②－①　③ ③／①

Ａ　歳入 704,585 678,042 △ 26,543 △ 3.8

（１）県税 111,191 115,957 4,766 4.3

（２）地方譲与税 22,782 23,089 307 1.3

（３）地方交付税 220,059 216,067 △ 3,992 △ 1.8

交付税＋臨時財政対策債 250,059 245,457 △ 4,602 △ 1.8

（４）国庫支出金 108,544 106,486 △ 2,058 △ 1.9

（５）県債 107,598 101,551 △ 6,047 △ 5.6

うち臨時財政対策債 30,000 29,390 △ 610 △ 2.0

（６）その他 134,411 114,892 △ 19,519 △ 14.5

Ｂ　歳出（性質別） 724,504 696,037 △ 28,467 △ 3.9

（１）人件費 193,586 190,431 △ 3,155 △ 1.6

退職手当除く 176,609 174,081 △ 2,528 △ 1.4

（２）公債費 103,560 102,674 △ 886 △ 0.9

（３）投資的経費 159,121 140,018 △ 19,103 △ 12.0

（４）その他 268,237 262,914 △ 5,323 △ 2.0

Ｃ　財源不足額（Ａ－Ｂ） △ 19,919 △ 17,995 1,924 △ 9.7

Ｄ　基金取り崩し 19,919 17,995 △ 1,924 △ 9.7

Ｈ２９→３０

１．歳入・歳出の概要
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２．県税の状況

３．地方交付税等の状況

○県税収入は、地方消費税の増加（＋１１億円）や法人２税の増加（＋１５億円）に伴い、Ｈ２９当初予算の
４．３％増となる１，１６０億円（＋４８億円）を計上。

○臨時財政対策債を含む実質的な地方交付税は、国全体の地方交付税総額の減少や、国勢調査人口の置換
に係る経過措置の縮減に伴い、Ｈ２９当初予算の１．８％減となる２，４５５億円（△４６億円）を計上。

◎県税等の動向（当初予算の推移） （単位：億円、％）

県税 973 970 1,001 1,079 1,126 1,112 1,160

伸び率 1.4 △ 0.3 3.2 7.8 4.4 △ 1.2 4.3

　うち個人県民税 343 365 359 354 361 375 376

伸び率 △ 0.6 6.4 △ 1.7 △ 1.4 2.2 3.8 0.3

　うち地方消費税 150 146 164 244 252 221 232

伸び率 2.0 △ 2.5 12.2 48.5 3.1 △ 12.3 5.3

　うち法人２税 184 177 189 202 229 244 259

伸び率 10.2 △ 4.1 7.0 6.8 13.5 6.4 6.1

30年度24年度 29年度25年度 26年度 27年度 28年度

◎地方交付税等の動向（当初予算の推移） （単位：億円、％）

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

地方交付税 2,219 2,187 2,163 2,154 2,224 2,201 2,161

伸び率 1.6 △ 1.4 △ 1.1 △ 0.4 3.3 △ 1.1 △ 1.8

2,681 2,635 2,613 2,518 2,529 2,501 2,455

伸び率 0.9 △ 1.7 △ 0.8 △ 3.6 0.4 △ 1.1 △ 1.8

交付税
＋臨時財政対策債
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４．歳出の状況

（単位：百万円、％）

２９年度 ３０年度

当初 当初 増減額 伸び率
① ② ②－①　③ ③／①

歳出（性質別） 724,504 696,037 △ 28,467 △ 3.9

（１）人件費 193,586 190,431 △ 3,155 △ 1.6

退職手当除く 176,609 174,081 △ 2,528 △ 1.4

（２）公債費 103,560 102,674 △ 886 △ 0.9

（３）投資的経費 159,121 140,018 △ 19,103 △ 12.0

公共事業（一般会計分） 93,513 93,847 334 0.4

うち新幹線整備 21,212 22,063 851 4.0

一般施設整備費（長崎警察署関係） 66 1,049 983 1,489.4

新県立図書館等整備事業 2,144 5,748 3,604 168.1

県庁舎建設整備事業（防災行政無線含む） 24,403 79 △ 24,324 △ 99.7

（４）その他 268,237 262,914 △ 5,323 △ 2.0

主な社会保障関係費 85,644 86,425 781 0.9

中小企業関係貸付金 24,837 23,469 △ 1,368 △ 5.5

2,400 0 △ 2,400 皆減ふるさとづくり推進費（原爆病院関係）

Ｈ２９→３０

○人件費は、職員定員の見直しや共済費の減等により約３２億円の減少。
○公債費は、公債費平準化の取組等による減により約９億円の減少。
○投資的経費は、新県立図書館等整備や長崎警察署整備の増がある一方で、県庁舎建設整備の減により

約１９１億円の大幅な減少。また、公共事業費（一般会計分）については約３億円の増加。
○その他の項目では、社会保障関係費が一層の増加。
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（一般会計・流域下水道特別会計）

○Ｈ３０当初予算は、必要な公共事業関係費を確保するため、Ｈ２９当初予算より０．９％増の約９４７億円を計上。
（経済対策補正予算を加味した比較においても、１７億円増の１，１４０億円を確保）

○厳しい財政状況ではあるが、国の経済対策の積極的な取り込みにより、県民の暮らしの安心・安全の確保や
地域の活性化につながる事業をしっかりと確保。

（単位：百万円、％）

増減額
②-① ③

増減率
③/①

公共事業費全体 93,828 94,652 824 0.9

新幹線 21,212 22,063 851 4.0

ダム 2,738 2,476 △ 262 △ 9.6

都市公園 192 126 △ 66 △ 34.4

下水道 326 815 489 150.0

道路街路 34,236 34,747 511 1.5

港湾 4,443 4,691 248 5.6

空港 475 396 △ 79 △ 16.6

河川・砂防 7,746 7,500 △ 246 △ 3.2

住宅・市街地 1,518 1,675 157 10.3

農業農村 4,032 4,132 100 2.5

造林・林道・治山 4,344 4,364 20 0.5

漁場整備 4,275 4,134 △ 141 △ 3.3

漁港 8,222 7,496 △ 726 △ 8.8

自然公園 70 37 △ 33 △ 47.1

28年度11月補正 29年度3月補正

18,538 19,379 841 4.5

112,366 114,031 1,665 1.5

経済対策補正予算 

補正予算＋当初予算

区　　　　分
２９年度
当初①

３０年度
当初②

対H２９当初

５．公共事業費の状況
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６．基金・県債の状況・財政健全化の取組強化

○行財政改革推進プランの着実な実施や財政構造改革のための総点検の推進により、財政健全化の取組を前進。
○平成２９年度当初予算に比べて、財源調整３基金は取崩し額を１８０億円（Ｈ２９：１９９億円）まで圧縮し、当初予算

編成後の残高は約１４億円（Ｈ２９：９億円）を確保したものの、依然として非常に厳しい財政状況。

○県債残高については、新幹線整備事業費の増等により、臨時財政対策債除きベースで約３０億円の増加。

◎県債の状況 （単位：億円）

区分 28年度
29年度
3月現計

30年度

年度末残高 12,224 12,412 12,464

臨時財政対策債 4,482 4,531 4,554

臨時財政対策債除く 7,742 7,880 7,910
※29年度3月補正予算後

◎財源調整３基金の取り崩し状況 （単位：億円）

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

当初取崩し 233 230 200 161 224 199 180

最終取崩し 97 29 33 4 48 78

年度末残高 351 324 294 305 263 194 14

（参考）過去の基金の戻りを考慮した年度末残高の推計値⇒ 242 230
※29年度最終取崩し額・年度末残高は3月補正後、30年度は当初予算編成後 程度 程度

＜財政健全化の取組強化＞
・行財政改革推進プランにおけるＨ30計画額57億円を19億円上回る76億円の収支改善の見込み
・それに加え、①他団体での実施状況・水準、②地方交付税の基準財政需要額との乖離状況などの視点で、財政構造改革のための

総点検の取組により、約4億円を当初予算に反映

区分 計画額 見込額 差額

歳入確保 1,055 2,063 1,008

歳出削減 4,604 5,535 931

合計 5,658 7,597 1,939

Ｈ30行財政改革推進プランの状況
Ｈ30総点検の状況

区分 見込額
・人件費 3
・施設管理 77
・補助金等 188
・普通建設事業 95

合計 363

単位：百万円
一般財源ベース



家族がいる長崎で結
婚したいなあ

平成３０年度の施策の方向性

暮らしに潤いを！産業に活力を！

イキイキ健康長生き!! 長崎を元気にしたい!!

ようこそ
長崎へ!!

しま暮らしは
楽しいよ

①誰もが主体性を持って生き生きと

活躍できる社会づくり

②安心して子供を産み育てられる

環境づくり

③地域や産業を支える人材づくり

④経済団体等との連携による

産業の活性化

⑤観光産業の活性化

⑥商工業等の活性化

⑦農林水産業の活性化

⑧地域の特性を活かした暮らしづくり

の推進

⑨交流と賑わいのある暮らしづくりの

推進

⑩安全・安心な暮らしづくりの推進

「人」、「産業」、「暮らし」に着目しながら、具体的な成果に
直結する施策について重点的・集中的に推進

人に生きがいを！

8

安全・安心な街
をつくります

http://4.bp.blogspot.com/-Pwq6SMyGwYE/UnyFwng-LBI/AAAAAAAAaTo/6FsLSiSI-KE/s800/family_airplane_travel.png
http://4.bp.blogspot.com/-Pwq6SMyGwYE/UnyFwng-LBI/AAAAAAAAaTo/6FsLSiSI-KE/s800/family_airplane_travel.png
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① 誰もが主体性を持って生き生きと活躍できる社会づくり

○女性や高齢者、障害者の方々をはじめ、誰もが、いつまでも、生き生きと活躍できる

社会づくりを進めます

「人」に生きがいを！ ～誰もが地域の担い手となる県づくりを目指して～

◆企業における女性活躍推進事業費 18百万円
・企業における女性の活躍を推進するため、一般事業主行動計画の策定・実行支援、アドバイザー派遣のほか、
イクボスセミナーや異業種交流会の開催等により企業の意識改革から具体的な取組までを支援

◆【新】元気高齢者の活躍促進事業費 21百万円
・高齢者が活躍する元気な長崎県をめざし、高齢者の社会参加の啓発、人材育成を行うとともに、退職者団体等への
社会参加・活躍の働きかけなど、地域課題の解決に高齢者の力を活かす取組を実施

◆障害者就業生活支援事業費 33百万円
・障害者就業・生活支援センターにおいて、障害者に対する就業・日常生活・社会生活上の支援を実施

女性・高齢者・障害者活躍社会の実現

主な施策・事業

◆【新】介護予防・重度化防止推進事業費 12百万円
・要介護度改善に成果を上げた介護事業所の評価・表彰や、認知症予防体操を取り入れた地域のサロンリーダーの養成

◆【新】認知症サポートセンター事業費 8百万円
・地域における認知症支援体制の構築をサポートするとともに、若年性認知症者やその家族に対する相談支援を実施

認知症予防運動の推進

◆多重的見守りネットワーク総合対策事業費 2百万円
・ＩｏＴ技術を活用した民間の見守りサービスに、民生委員、ボランティア等地域の見守り機能を組み合わせたシステムの実証

ＩｏＴによる見守り体制の構築と支えあい社会の実現
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② 安心して子供を産み育てられる環境づくり

○誰もが安心して結婚・妊娠・出産・子育てができる環境づくりを進めます

◆ながさきで家族になろう事業費 32百万円
・結婚を望む独身男女の婚活を支援するため、「婚活サポートセンター」を継続して活用し、市町・団体等と連携し、県内が
一体となった結婚支援事業を実施

結婚支援体制の強化

◆【新】周産期医療の機能分化推進事業費 136百万円
・県内の周産期母子医療センターとの機能分化、専門医師の適切な配置や人材育成をめざし、長崎大学病院の総合
周産期母子医療センター整備を支援

◆ながさき少子化克服戦略推進事業費 72百万円
・市町ごとに「見える化」された少子化の要因を克服するため、市町が検討する自然減対策に関する企画・立案を支援

周産期医療体制の拡充と子育て支援施策の充実

◆長崎県安心こども基金事業費 755百万円
・安心こども基金を活用し、子どもを安心して育てることができるよう市町の保育所の施設の整備等を支援

◆子育て支援新制度関係対策費 176百万円
・保育士の負担軽減のための保育補助者の雇用費用や認可化を目指す認可外保育施設に対して運営費の一部を助成

待機児童ゼロ達成の実現

主な施策・事業



11

③ 地域や産業を支える人材づくり

○「人財県長崎」の確立を目指して、これからの本県の地域や産業を支えていくことができ

る人材育成を進めます

◆ながさき輝く人財雇用創造プロジェクト事業費 106百万円
・県内外の求職者の県内定着を促進するため、「オフィス系企業」、「食料品製造業」、「観光関連産業」の３分野において、
雇用型訓練の支援等による安定的な雇用機会を創出

◆【新】次世代の介護人材養成促進事業費 12百万円
・小・中・高校生を対象とした介護の基礎講座や職場体験、介護職のやりがいや魅力を伝える“伝道師”の養成等を実施

◆【新】プラチナナース活躍推進事業費 3百万円
・定年退職後の看護職員が就業継続（復帰）しやすい仕組みづくりのための検討会や職場開拓等を実施

医療や福祉、産業人材の育成・確保と復職支援体制の充実

◆【新】長崎発 未来の創り手育成プラン 32百万円
・Ｈ32年度から導入される大学入学共通テスト等に対応できる効果的な授業形態・手法を構築するため、英語の外部試験を
活用したデータ収集・分析とともに、課題探究型学習等を通じて愛着や誇りを育み、ふるさと定着につなげる取組を実施

◆高校生の離島留学推進事業費 55百万円
・離島の高校において、県内外から積極的な目的意識を持つ生徒が集う特色ある学校づくりを推進（Ｈ30から２校追加）

◆【新】競技力向上特別対策重点強化事業費 22百万円
・東京オリンピックへの出場に向けた県内在住選手の支援やスポーツ医・科学の拠点再整備等を実施

高度専門人材等地域に新たな価値を創造できる人材の育成

◆新・ながさき暮らしＵＩターン促進プロジェクト費 59百万円
・市町と協働で運営する「ながさき移住サポートセンター」により移住相談や職業紹介等の体制を構築し、ＶＲ動画作成や
子育て世代の移住体験ツアーなど、より具体的に移住のイメージを持ってもらえるような取組によりＵＩターンを促進

移住・定住対策の加速化

主な施策・事業
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④ 経済団体等との連携による産業の活性化

○商工団体、水産団体、農業団体等と連携を図りながら、地場産業の活性化を進めます

「産業」に活力を！ ～県民所得向上や地場産業の振興を目指して～

◆【新】地域産業活性化支援事業費 27百万円
･県内各地域毎に策定した地域産業活性化計画の目標達成に向けて、商工会・商工会議所を中心に各市町及び事業者等
が連携した取組に対する支援を実施

◆中小企業経営革新支援事業費 11百万円
・中小企業等が策定する経営革新計画及び経営力向上計画について、商工会等と連携し、中小企業診断士による計画
策定支援や外部資金獲得支援を実施

◆小規模事業者等経営強化促進事業費 3百万円
・県内小規模事業者等の生産性の向上や事業拡大を図るため、商工団体など支援機関が連携し、事業の協同化・協業化、
事業承継等を推進

起業・創業、事業承継の促進と個別経営体の育成・指導

◆ネット通販ステップアップ支援事業費 5百万円
・ネット通販参入を促進するセミナーを開催するとともに、出店者をフォローする特別講座等を実施

ＩＣＴの活用による情報発信力の強化と生産性・付加価値向上

主な施策・事業
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◆若者県内就職対策事業費 42百万円
・高校生、県内外の大学生及びその保護者等に、県内企業の魅力や地元で生活することのメリット等を説明会やフリーペー
パー等の各種媒体を通して発信するとともに、県内企業と大学生との交流の場の提供など、戦略的に県内就職を促進

◆高校生のふるさと長崎就職応援事業費 72百万円
・県内就職促進のため、工業高校等に県内企業の魅力と情報を提供するキャリアサポートスタッフを配置

県内就職促進対策の強化

◆【新】サービス産業振興加速化事業費 19百万円
・商工団体や大学等と連携しながら業界団体単位での生産性向上等の取組を支援し、成功モデルを業界団体内や、他の
業界団体へ展開させることにより、サービス産業の底上げを促進

◆宿泊業等生産性向上促進支援事業費 44百万円
・宿泊業等において、実践講座等の実施、生産性向上計画の策定支援など、付加価値向上や業務効率化等、生産性向上
につながる取組を促進

サービス産業分野の県民所得向上対策の推進
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⑤ 観光産業の活性化

○観光産業の活性化のために、観光消費額の拡大等につながる取組を進めます

◆プレミアムコンテンツ創出事業費 5百万円
・観光客の消費単価増加のため、高品質・高単価のコンテンツづくりを推進するとともに、富裕層向けメディアを活用した
コンテンツの情報発信を実施

◆ 【新】ながさきリピーター創出促進事業費 28百万円
・新たにミッション系学校の本県への修学旅行誘致に取り組むとともに、本県でのコンベンション開催経費に対する助成等を
実施

魅力ある観光メニューの創出と観光消費額の拡大

◆【新】ビジットながさき・インバウンド旅行需要創出事業費 29百万円
・東アジア・東南アジア市場を中心に、本県の宿泊施設等の詳細情報を即座に提示可能なセールスツールを活用した
提案型・課題解決型セールスを行うとともに、観光展への出展等による情報発信を実施

◆国際定期航空路線維持・拡大事業費 116百万円
・韓国ソウル線については、現地巡礼関係者と連携したワンストップ窓口の設置やテレビショッピングなど集客に効果的な
販促ＰＲ等を実施するとともに、中国上海線については、昆明・西安・成都等からの長崎線乗継商品の造成や県内スポーツ
交流団体の合宿等による利用促進など、利用拡大のための取組を強化

◆東南アジアプロジェクト推進事業費 14百万円
・本県の認知度向上を図るため、ベトナムにおいて、Ｈ29年度に寄贈した「御朱印船」を活用した情報発信や、現地政府など
と連携したＰＲを行うとともに、タイにおいては、現地の長崎ゆかりの飲食店等と連携したプロモーション等を実施

海外プロモーション活動の強化

主な施策・事業
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◆【新】外国人受入環境パワーアップ事業費 10百万円
・外国人観光客・宿泊施設・医療機関等が24時間365日利用できる多言語コールセンターを設置・運営するとともに、宿泊
施設へのインターンシップ拡大を推進

多言語コールセンターの開設

◆県内空港活性化推進事業費 42百万円
・県内空港の利用者を増加させ、交流人口の拡大を図るため、新規就航支援等を推進するとともに、離島航空路の維持に
配慮しつつ、県内空港のコンセッション方式（運営の民間委託）等に係る可能性調査を実施

空港コンセッションの検討と24時間空港化の実現

◆特定複合観光施設導入推進事業費 103百万円
・特定複合観光施設（ＩＲ：統合型リゾート）の導入に向けた各種調査検討を行うとともに国の区域認定に向けた取組を推進

◆【新】依存症対策総合支援事業費 5百万円
・依存症患者及び家族が抱える多様な問題、課題に対し、適切な支援、治療を受けられる体制の構築・整備

ＩＲ構想の着実な推進

◆【新】「住んでよし・訪れてよし」まちづくり応援事業費 3百万円
・「受け入れる人よし・訪れる人よし・地域住民よし」のまちづくりをソフト・ハードの両面から実現する仕組みを構築

◆ＤＭＯ組織化支援事業費 17百万円
・専門人材育成のための「長崎県ＤＭＯ育成塾」開催など、観光地域づくりの舵取り役を担う「日本版ＤＭＯ」の形成・確立
を促進

観光とまちづくりの融合戦略の推進とＤＭＯ体制の整備
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⑥ 商工業等の活性化

○県内産業の高付加価値化や生産性の向上を図り、地域を牽引する産業の創出を

進めます

◆【新】ロボット・ＩｏＴ関連産業育成事業費 89百万円
・県外需要の獲得を図るため、県内のロボット・ＩｏＴ関連の分野において、高度専門人材の育成及びサプライヤー企業の
技術と県内中小企業ニーズとのマッチング等を実施し、ロボット・ＩｏＴ関連製品・サービス開発等の事業化を促進

◆【新】組込み産業集積推進事業費 26百万円
・自動車等の高度な組込みソフト開発企業及び高度人材の集積を目指すため、組込みソフト受注候補企業の人材育成を
図り、誘致受入基盤の充実を促進

高度専門人材の育成・集積による情報関連産業の拠点形成

◆海洋エネルギー関連産業集積促進事業費 41百万円
・国内外の実証プロジェクト誘致による実証フィールドの構築、産学官が連携した実証から商用化までを見据えた取組への
支援等により、海洋エネルギー関連産業の拠点形成を促進

海洋再生エネルギー関連産業の拠点形成

主な施策・事業
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◆【新】食品づくりステップアップ事業費 20百万円
・成長が見込まれる分野への進出意欲のある企業・団体の新商品開発、中堅企業の販路開拓及び小規模事業者の伴走型
経営改善など、食料品製造事業者に応じた総合的な支援を実施

◆食品製造業の高付加価値化支援事業費 43百万円
・食品製造業の高付加価値化マーケットに対応するため、高度加工、衛生体制強化の視点等からの支援を実施

食品産業のブランド化と高付加価値化の推進

◆【新】ロボット・ＩｏＴ関連産業育成事業費 89百万円 [再掲]
・県外需要の獲得を図るため、県内のロボット・ＩｏＴ関連の分野において、高度専門人材の育成及びサプライヤー企業の
技術と県内中小企業ニーズとのマッチング等を実施し、ロボット・ＩｏＴ関連製品・サービス開発等の事業化を促進

◆新成長ものづくり産業生産性向上・拡大支援事業費 234百万円
・成長ものづくり５分野（造船・プラント、ロボット、半導体、航空機、ＩｏＴ）における企業間連携を伴う事業拡大・生産性向上へ
の取組に対する支援

◆企業誘致強化特別対策事業費 94百万円
・成長産業分野の企業や県外高度人材及びＵＩＪターン・新卒等を積極的に採用する企業等を中心に、企業誘致活動を展開

航空機・ロボット・関連産業等次世代産業の育成・誘致
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⑦ 農林水産業の活性化

○農業分野の「産地計画」、水産分野の「浜の活力再生プラン」を基軸とした取組や、

輸出促進対策の推進により、所得や生産性の向上を進めます

◆【新】チャレンジ園芸1000億推進事業費 110百万円
・平成37年度の園芸産出額1000億円達成を目的として、環境制御技術などによる収量・品質の向上、作業の分業化、
省力化等による担い手の規模拡大を支援

◆【新】ながさきアグリイノベーション技術実証事業費 12百万円
・ＩＣＴやロボット等の体系化した技術を産地に導入するため、研究コンソーシアムによる革新技術の開発、プロジェクトチーム
による革新技術の改良や実証を実施

◆【新】新水産業経営力強化事業費 【新】水産業所得向上支援事業費 128百万円
・収益性の高いモデル型経営体の取組事例の普及を進め、漁業所得の向上と優良経営体育成を推進

基盤整備の促進とスマート農林水産業の検討・実証化

◆【新】食品加工センター整備検討費 2百万円
・６次産業化や農商工連携など食品の高付加価値化、ブランド化を促進するため、食品加工センターの整備を検討

食品加工センターの整備と６次産業化の推進

◆【新】長崎県産品輸出戦略強化事業費 11百万円
・本県が国際交流等に戦略的に取り組む地域（主に東南アジア）において、現地バイヤー招聘、商談会や県産品フェア等
の開催により、県産品の新規販路開拓を推進

◆輸出拡大に向けた流通・販売強化、販路開拓事業費 48百万円
・中国での販売プロモーションを現地パートナーと連携して展開するとともに、ＥＵ等新たな輸出販路開拓を含めた現地
ニーズ把握のための市場調査や衛生管理体制等の充実を図り、水産物の輸出拡大を推進

農林水産物のブランド化と輸出促進対策の推進

主な施策・事業
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⑧ 地域の特性を活かした暮らしづくりの推進

○離島の振興とともに、県内各地域の集落の維持・活性化を目指し、県民と行政が力を合

わせて、地域の特長や個性を活かした暮らしづくりを進めます

「暮らし」に潤いを！ ～住み心地が良いと実感できる県づくりを目指して～

◆特定有人国境離島地域社会維持推進交付金 2,550百万円
・有人国境離島法の支援措置である地域社会維持交付金を活用して、①航路及び航空路運賃低廉化、②輸送コスト支援、
③滞在型観光の促進、④雇用機会拡充 の各事業を実施

◆【新】長崎しま雇用・しま人材確保促進事業費 9百万円
・特定有人国境離島地域を対象とした国の交付金事業のうち、雇用機会拡充事業における新たな創業・事業拡大の掘り
起こし及び人材確保を図るとともに、しまの若者が島内で学び成長できる仕組を構築

◆しまの地域商社構築事業費 63百万円
・しまの優れた地域資源の新たな市場確立に向けたブランド化や販路開拓を図るために、特定有人国境離島関係市町が
整備する地域商社の活動をサポートするとともに、埼玉県など海なし県と連携した商談会等を実施

有人国境離島法を活かした離島産業の活性化と定住促進

◆小さな楽園プロジェクト費 43百万円
・集落の維持及び活性化に取り組む市町等を支援するとともに、成功事例を創り出し県内各地域へ展開

小さな楽園プロジェクトの全県下展開

主な施策・事業
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⑨ 交流と賑わいのある暮らしづくりの推進

○交流の拡大や地域の活性化のため、新幹線や高規格幹線道路をはじめとした社会資本

の整備等による暮らしづくりを進めます

◆【新】新幹線開業対策事業費 12百万円
・九州新幹線西九州ルートの開業効果を高めるため、新幹線駅から県内各地への二次交通充実に向けた基礎調査を実施

新幹線フル規格化の実現とアクションプランの推進

◆「なくそう！高齢者の交通事故」総合対策事業費 4百万円
・高齢者を交通事故の被害者及び加害者としないために、安全運転サポート車の普及啓発など交通事故防止対策を推進

◆消費者行政活性化事業費 49百万円
・相談員の配置等による質の高いきめ細かな消費生活相談体制の整備とともに、学校・地域等における消費者教育を実施

◆【新】特殊詐欺被害防止コールセンター設置費 9百万円
・特殊詐欺被害を防止するため、電話により県内高齢者に対する注意喚起を行うコールセンターを設置

安全安心日本一の県づくり

◆公共事業費 114,031百万円（Ｈ29.3経済対策補正を含む）

高規格幹線道路、地域高規格道路の整備、港湾機能の強化

⑩ 安全・安心な暮らしづくりの推進

○誰もが、安全で安心なふるさとに住み続けられるための暮らしづくりを進めます

主な施策・事業

主な施策・事業
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⑪ その他

◆新県立図書館等整備事業費 5,748百万円
・大村市に整備する「長崎県立・大村市立一体型図書館及び大村市歴史資料館」（仮称）の建設工事等を実施

◆長崎警察署整備事業費 1,049百万円
・老朽化が著しい長崎警察署の移転建替に要する経費

◆県立大学佐世保校建設整備事業費 924百万円
・学部学科再編を踏まえた新たな機能を有する校舎等を整備するため、佐世保校の建替えに係る設計業務や建設工事等
を実施

◆市町営工業団地整備支援事業費 779百万円
・市町が実施する工業団地整備事業に対する支援

◆「潜伏キリシタン関連遺産」世界遺産登録推進事業費 164百万円
・「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産登録を推進するとともに、登録後の情報発信や保存・活用に
かかる対策等を実施

◆耐震・安心住まいづくり支援事業費 31百万円
・戸建て住宅や民間特定建築物について、耐震診断等に要する経費を助成することにより、耐震化を総合的に推進

◆砂防基礎調査費 1,230百万円（Ｈ29.3経済対策補正を含む）
・平成26年8月豪雨により広島市北部で発生した土砂災害を教訓に、土砂災害警戒区域等を指定するための調査を促進

住宅耐震化・バリアフリー化の促進と災害危険箇所の整備推進

主な施策・事業



特定有人国境離島地域社会維持推進交付金事業 2,550百万円（実質負担399百万円）

Ⅰ 航路運賃低廉化

636百万円

（実質負担92百万円）

Ⅱ 航空路運賃低廉化

472百万円

（実質負担68百万円）

Ⅲ 輸送コスト支援

205百万円

（実質負担103百万円）

Ⅳ 滞在型観光の促進

488百万円

（実質負担61百万円）

Ⅴ 雇用拡充

749百万円

（実質負担75百万円）

地方創生推進交付金を活用したプロジェクト 2,223百万円（交付金1,112百万円）

412 （206）百万円

222 （111）百万円

572 （286）百万円

236 （118）百万円

126 （ 63）百万円

74 （ 37）百万円

188 （ 94）百万円

34 （ 17）百万円

200 （100）百万円

144 （ 72）百万円

22

16 （ 8）百万円
※（ ）は交付金額

554 （277）百万円

305 （153）百万円

446 （233）百万円

350 （175）百万円

104 （ 52）百万円

55 （ 28）百万円

148 （ 74）百万円

61 （ 30）百万円

150 （ 75）百万円

小さな楽園拡大連携

企業間連携とキラリと光る技術力に賭ける産業総合支援

離島・半島を中心とした「稼げる食品製造業」創出

「日本一の長崎和牛」生産力増強・統一ブランド化推進

国境のしま地域商社

若者・女性が輝く長崎県版働き方改革

地域資源を活かした海洋産業のクラスターづくり

離島半島地域を中心とした『就業先として選ばれる水産業』確立

【新】活力ある「ながさき園芸」１０００億達成

観光とスポーツを核とした「稼げる観光産業」創出

【新】自治体広域連携による大村湾活性化

プロジェクト名 Ｈ29事業費 Ｈ30事業費



平成３０年度 総合計画体系別の主な事業

Ⅰ 交流でにぎわう長崎県 ･･････････････････････ 24
１．交流を生み出し活力を取り込む施策の推進
２．交流を支える地域を創出する施策の推進

Ⅱ 地域のみんなが支えあう長崎県 ･･････････････････････ 28
３．互いに支えあい見守る社会をつくる施策の推進
４．生きがいを持って活躍できる社会をつくる施策の推進

Ⅲ 次代を担う『人財』豊かな長崎県 ･･････････････････････ 30
５．次代を担う子どもを育む施策の推進
６．産業を支える人材を育て、活かす施策の推進

Ⅳ 力強い産業を創造する長崎県 ･･････････････････････ 33
７．たくましい経済と良質な雇用を創出する施策の推進
８．元気で豊かな農林水産業を育てる施策の推進

Ⅴ 安心快適な暮らし広がる長崎県 ･･････････････････････ 37
９．快適で安全・安心な暮らしをつくる施策の推進
10．にぎわいと暮らしを支える社会基盤を整備する施策の推進

23



24

事業名 事業概要 予算額

特定複合観光施設導入推
進事業費

特定複合観光施設（ＩＲ：統合型リゾート）の導入に向けた各種調査検討を
行うとともに国の区域認定に向けた取組を推進

103

新幹線開業対策事業費
平成３４年度の九州新幹線西九州ルートの開業効果を高めるため、新幹
線駅から県内各地への二次交通充実に向けた基礎調査を実施

12

県内空港活性化推進事業
費

県内空港の利用者を増加させ、交流人口の拡大を図るため、新規就航支
援等を推進するとともに、離島航空路の維持に配慮しつつ、県内空港のコ
ンセッション方式（運営の民間委託）等に係る可能性調査を実施

42

しまと若者が輝く！文化芸
術による地域ブランディン
グ事業費

文化芸術による地域づくりの推進と人材育成を図るため、東京藝術大学
等と連携し、県内各地において、「長崎しまの芸術祭」の開催や若者を対
象としたワークショップ等を実施

24

「潜伏キリシタン関連遺
産」世界遺産登録推進事
業費

「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界遺産登録を推進する
とともに、登録後の情報発信や保存・活用にかかる対策等を実施

164

ながさきリピーター創出促
進事業費

新たにミッション系学校の本県への修学旅行誘致に取り組むとともに、本
県でのコンベンション開催経費に対する助成等を実施

28

（百万円）

Ⅰ 交流でにぎわう長崎県Ⅰ 交流でにぎわう長崎県

１．交流を生み出し活力を取り込む施策の推進



（百万円）

事業名 事業概要 予算額

プレミアムコンテンツ創出
事業費

観光客の消費単価増加のため、高品質・高単価のコンテンツづくりを推進
するとともに、富裕層向けメディアを活用したコンテンツの情報発信を実施

5

「住んでよし・訪れてよし」
まちづくり応援事業費

「受け入れる人よし・訪れる人よし・地域住民よし」のまちづくりをソフト・
ハードの両面から実現する仕組みを構築

3

ＤＭＯ組織化支援事業費 観光地域づくりの舵取り役を担う「日本版ＤＭＯ」の形成・確立を促進 17

ビジットながさき・インバウ
ンド旅行需要創出事業費

東アジア・東南アジア市場を中心に、本県の宿泊施設等の詳細情報を即
座に提示可能なセールスツールを活用した提案型・課題解決型セールス
を行うとともに、観光展への出展等による情報発信を実施

29

外国人受入環境パワー
アップ事業費

外国人観光客・宿泊施設・医療機関等が２４時間３６５日利用できる多言
語コールセンターを設置・運営するとともに、宿泊施設へのインターンシッ
プ拡大を推進

10

大型客船誘致促進プロ
ジェクト推進事業費

クルーズ客船の積極的な誘致活動に加え、寄港に伴う経済的な効果を高
めるため、県内周遊の促進や船内における県産食材の活用促進に係る取
組等を実施

56

長崎県産品輸出戦略強化
事業費

本県が国際交流等に戦略的に取り組む地域（主に東南アジア）において、
現地バイヤー招聘、商談会や県産品フェア等の開催により、県産品の新
規販路開拓を推進

11

25



（百万円）

事業名 事業概要 予算額

国際定期航空路線維持・
拡大事業費

韓国ソウル線については、現地巡礼関係者と連携したワンストップ窓口の
設置やテレビショッピングなど集客に効果的な販促ＰＲ等を実施するととも
に、中国上海線については、昆明・西安・成都等からの長崎線乗継商品の
造成や県内スポーツ交流団体の合宿等による利用促進など、利用拡大の
ための取組を強化

116

中国プロジェクト推進事業
費

中国における県内企業の技術、観光・県産品等のＰＲ及び本県の認知度
向上を図るため、中国国際投資貿易商談会に出展するとともに、華僑華
人との連携による青少年中華伝統芸能公演の誘致や、高齢者ビジネスの
海外展開促進等にかかるセミナーを開催

5

韓国プロジェクト推進事業
費

韓国との交流促進を図るため、ユネスコ「世界の記憶」に登録された朝鮮
通信使をテーマに、日韓のゆかりの地の青少年による文化交流等を対馬
市で実施するとともに、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世
界遺産登録を捉え、巡礼ツアー等の誘致に向けた、関係者等との人脈構
築を強化

9

東南アジアプロジェクト推
進事業費

本県の認知度向上を図るため、ベトナムにおいて、平成２９年度に寄贈し
た「御朱印船」を活用した情報発信や現地政府などと連携したＰＲを行うと
ともに、タイにおいては、現地の長崎ゆかりの飲食店等と連携したプロ
モーション等を実施

14

島原半島満喫プロジェクト
推進事業費

雲仙天草国立公園及び島原半島ジオパークの自然観光資源を活用した
地域活性化を推進

5

26



事業名 事業概要 予算額

新・ながさき暮らしＵＩター
ン促進プロジェクト費

市町と協働で運営する「ながさき移住サポートセンター」により移住相談や
職業紹介等の体制を構築し、ＶＲ動画作成や子育て世代の移住体験ツ
アーなど、より具体的に移住のイメージを持ってもらえるような取組により
ＵＩターンを促進

59

スポーツコミッション事業
費

長崎県スポーツコミッションを中心に、スポーツ大会や合宿の誘致活動を
積極的に展開するとともに、２０１９年ラグビーワールドカップに向けた交流
事業や２０２０年東京オリンピックにおけるホストタウン相手国のトレーニン
グキャンプ受入等を実施

55

競技力向上特別対策重点
強化事業費他

２０２０東京オリンピック・パラリンピックを契機として、競技力のさらなる向
上やスポーツの裾野拡大等を図るため、日本代表を目指す県内在住選手
の支援やスポーツ医・科学の拠点再整備等を実施

50

２．交流を支える地域を創出する施策の推進

27

（百万円）



（百万円）

事業名 事業概要 予算額

地域再犯防止推進事業費
国の再犯防止推進計画を踏まえ、地域における罪を犯した者の実態把握
とともに、再犯防止取組のモデル事業を実施

7

離島医療支援事業費
離島中核病院等から本土支援病院へＣＴ画像を転送し、ヘリコプターによ
る本土搬送等に活用するシステムを整備

50

介護予防・重度化防止推
進事業費

要介護度改善に成果を上げた介護事業所の評価・表彰や、認知症予防体
操を取り入れた地域のサロンリーダーの養成等を実施

12

認知症サポートセンター
事業費

地域における認知症支援体制の構築をサポートするとともに、若年性認知
症者やその家族に対する相談支援を実施

8

多重的見守りネットワーク
総合対策事業費

ＩｏＴ技術やＩＣＴを活用した民間の見守りサービスに、民生委員やボランテ
ィアなどの地域の見守り機能を組み合わせた「見守りシステム」の実証

2

障害者就業生活支援事業
費

障害者に対する就業・日常生活・社会生活上の支援

障害者就業・生活支援センター委託５箇所（うち小規模１箇所）
33

依存症対策総合支援事業
費

依存症患者及び家族が抱える多様な問題、課題に対し、適切な支援、治
療を受けられる体制の構築・整備

5

28

Ⅱ 地域のみんなが支えあう長崎県Ⅱ 地域のみんなが支えあう長崎県

３．互いに支えあい見守る社会をつくる施策の推進



（百万円）

事業名 事業概要 予算額

小さな楽園プロジェクト費
集落の維持及び活性化に取り組む市町等を支援するとともに、成功事例
を創り出し県内各地域へ展開

43

多様な主体による協働推
進事業費

県民との連携・協働体制の強化・推進を図るため、ＮＰＯ等の多様な主体
が一堂に会し交流・情報交換、マッチング等を行う「ＮＰＯ協働フォーラム」
を開催

3

企業における女性活躍推
進事業費

企業における女性の活躍を推進するため、一般事業主行動計画の策定・
実行支援、アドバイザー派遣のほか、イクボスセミナーや異業種交流会の
開催等により企業の意識改革から具体的な取組までを支援

18

女性の再就職応援事業費
女性の就労相談窓口（ウーマンズジョブほっとステーション）においてきめ
細かな就労支援を行うとともに、窓口を利用できない地域における巡回相
談の実施等により女性の就業を促進

16

ながさき食育推進事業費
「第三次長崎県食育推進計画」に基づき、食育に関する各種施策を総合
的に実施するとともに、新たに大学生の意見を取り入れて若い世代の食
育を推進

9

元気高齢者の活躍促進事
業費

高齢者が活躍する元気な長崎県をめざし、高齢者の社会参加の啓発、人
材育成、地域課題の解決に高齢者の力を活かす取組を実施

21

新県立図書館等整備事業
費

大村市に整備する「長崎県立・大村市立一体型図書館及び大村市歴史資
料館」（仮称）の建設工事等を実施

5,748

29

４．生きがいを持って活躍できる社会をつくる施策の推進



（百万円）

事業名 事業概要 予算額

周産期医療の機能分化推
進事業費

県内の周産期母子医療センターとの機能分化、専門医師の適切な配置や
人材育成をめざし、長崎大学病院の総合周産期母子医療センター整備を
支援

136

ながさき少子化克服戦略
推進事業費

市町ごとに「見える化」された少子化の要因を克服するため、市町が検討
する自然減対策に関する企画・立案を支援

72

ながさきで家族になろう事
業費

結婚を望む独身男女の婚活を支援するため、「婚活サポートセンター」を
継続して活用し、市町・団体等と連携し、県内が一体となった結婚支援事
業を実施

32

子育て支援新制度関係対
策費

保育士の負担軽減のための保育補助者の雇用費用や認可化を目指す認
可外保育施設に対して運営費の一部を助成

176

長崎県安心こども基金事
業費

安心こども基金を活用し、子どもを安心して育てることができるよう市町の
保育所の施設の整備等を支援

755

校舎等整備費(特支)

（長崎特支増築等に係る経費）

児童生徒数が増加している長崎特別支援学校について、教室や児童生徒
用トイレの増設、エレベーターの設置などの施設整備を実施

161

30

５．次代を担う子どもを育む施策の推進

Ⅲ 次代を担う『人財』豊かな長崎県Ⅲ 次代を担う『人財』豊かな長崎県



事業名 事業概要 予算額

県立大学佐世保校建設整
備事業費

学部学科再編を踏まえた新たな機能を有する校舎等を整備するため、佐
世保校の建替えに係る設計業務や建設工事等を実施

924

プラチナナース活躍推進
事業費

定年退職後の看護職員が就業継続（復帰）しやすい仕組みづくりのための
検討会や職場開拓等を実施

3

次世代の介護人材養成促
進事業費

小・中・高校生を対象とした介護の基礎講座や職場体験、介護職のやりが
いや魅力を伝える“伝道師”の養成等を実施

12

ながさき輝く人財雇用創
造プロジェクト事業費

県内外の求職者の県内定着を促進するため、「オフィス系企業」「食料品
製造業」「観光関連産業」の３分野において、雇用型訓練の支援等による
安定的な雇用機会を創出

106

若者県内就職対策事業費
高校生や大学生等の県内就職を促進するために、各種施策を戦略的に
展開

42

31

６．産業を支える人材を育て、活かす施策の推進

（百万円）

事業名 事業概要 予算額

長崎発未来の創り手育成

プラン

平成３２年度から導入される大学入学共通テスト等に対応できる効果的な
授業形態・手法を構築するため、英語の外部試験を活用したデータ収集・
分析とともに、課題探究型学習等を通じてふるさとへの愛着や誇りを育み
ながら、ふるさと定着につなげる取組を実施

32



（百万円）

事業名 事業概要 予算額

高校生のためのふるさと
長崎就職応援事業費

県内就職促進のため、工業高校等に県内企業の魅力と情報を提供する
キャリアサポートスタッフを配置

72

水産業所得向上支援事業
費

収益性の高いモデル型経営体の取組事例の普及を進め、所得向上と優
良経営体育成とともに、漁業者の経営意識の醸成や指導者養成を推進

15

雇用型経営育成支援事業
費

農業において雇用型経営体の育成を推進するため、地域外人材等を活用
した多様な人材の育成や安定的な人材の確保等に向けた取組を支援

10

建設技術者雇用促進事業
費

建設技術者の高齢化・後継者不足を解消するため、県内において産学官
が連携して中長期的に若年技術者等の確保・育成を行う研修システムの
構築に向けた支援を実施

3

32



（百万円）

33

７．たくましい経済と良質な雇用を創出する施策の推進

Ⅳ 力強い産業を創造する長崎県Ⅳ 力強い産業を創造する長崎県

事業名 事業概要 予算額

地域産業活性化支援事業
費

県内各地域毎に策定した地域産業活性化計画の目標達成に向けて、商
工会・商工会議所を中心に各市町及び事業者等が連携した取組に対する
支援を実施

27

小規模事業者等経営強化
促進事業費

県内小規模事業者等の生産性の向上や事業拡大を図るため、商工団体
など支援機関が連携し、事業の協同化・協業化、事業承継等を推進

3

中小企業経営革新支援事
業費

中小企業等が策定する経営革新計画及び経営力向上計画について、商
工会等と連携し、中小企業診断士による計画策定支援や外部資金獲得支
援を実施

11

新成長ものづくり産業生
産性向上・拡大支援事業
費

成長ものづくり５分野（造船・プラント、ロボット、半導体、航空機、ＩｏＴ）にお
ける企業間連携を伴う事業拡大・生産性向上への取組に対する支援

234

ロボット・ＩｏＴ関連産業育
成事業費

県外需要の獲得を図るため、県内のロボット・ＩｏＴ関連の分野において、高
度専門人材の育成及びサプライヤー企業の技術と県内中小企業ニーズと
のマッチング等を実施し、ロボット・ＩｏＴ関連製品・サービス開発等の事業
化を促進

89



（百万円）

34

事業名 事業概要 予算額

組込み産業集積推進事業
費

自動車等の高度な組込みソフト開発企業及び高度人材の集積を目指すた
め、組込みソフト受注候補企業の人材育成を図り、誘致受入基盤の充実
を促進

26

企業誘致強化特別対策事
業費

成長産業分野の企業や県外高度人材及びＵＩＪターン・新卒等を積極的に
採用する企業等を中心に、企業誘致活動を展開

94

市町営工業団地整備支援
事業費

市町が実施する工業団地整備事業に対する支援 779

食品づくりステップアップ
事業費

成長が見込まれる分野への進出意欲のある企業・団体の新商品開発、中
堅企業の販路開拓及び小規模事業者の伴走型経営改善など、食料品製
造事業者に応じた総合的な支援を実施

20

食品製造業の高付加価値
化支援事業費

食品製造業の高付加価値化マーケットに対応するため、高度加工、衛生
体制強化の視点等からの支援を実施

43

海洋エネルギー関連産業
集積促進事業費

国内外の実証プロジェクト誘致による実証フィールドの構築、産学官が連
携した実証から商用化までを見据えた取組への支援等により、海洋エネ
ルギー関連産業の拠点形成を促進

41

サービス産業振興加速化
事業費

商工団体や大学等と連携しながら業界団体単位での生産性向上等の取
組を支援し、成功モデルを業界団体内や、他の業界団体へ展開させること
により、サービス産業の底上げを促進

19



（百万円）

事業名 事業概要 予算額

宿泊業等生産性向上促進
支援事業費

宿泊業等において、付加価値向上や業務効率化等、生産性向上につなが
る取組を促進

44

ネット通販ステップアップ
支援事業費

ネット通販参入を促進するセミナーを開催するとともに、出店者をフォロー
する特別講座等を実施

5

８．元気で豊かな農林水産業を育てる施策の推進

事業名 事業概要 予算額

新水産業経営力強化事業
費

漁家所得向上のため、水産業所得向上支援事業の経営指導により経営
計画を策定した漁業者が行う機器整備等に対する支援とともに、漁協や
市町等が行う漁村の生産基盤整備等に対する支援を実施

113

高級魚クエ資源増大支援
事業費

高級魚であるクエの生態特性に合わせた放流を実施するとともに、資源管
理を組み合わせた増殖手法の開発等により資源管理計画を策定

18

輸出拡大に向けた流通・
販売強化、販路開拓事業
費

中国での販売プロモーションを現地パートナーと連携して展開するとともに、
ＥＵ等新たな輸出販路開拓を含めた現地ニーズ把握のための市場調査や
衛生管理体制等の充実を図り、水産物の輸出拡大を推進

48

市場ニーズに対応した加
工・流通対策事業費

大消費地の量販店等のニーズに対応するため、加工業者等の協業化や
生産者との連携体制を推進し、安定供給等にかかる生産・販売体制を確
立

51

35
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事業名 事業概要 予算額

食品加工センター整備検
討費

６次産業化や農商工連携など食品の高付加価値化、ブランド化を促進す
るため、食品加工センターの整備を検討

2

チャレンジ園芸１０００億
推進事業費

平成３７年度の園芸産出額１０００億円達成を目的として、環境制御技術
などによる収量・品質の向上、作業の分業化、省力化等による担い手の規
模拡大を支援

110

ながさきアグリイノベー
ション技術実証事業費

体系化した技術を産地に導入するため、研究コンソーシアムによる革新技
術の開発、プロジェクトチームによる革新技術の改良や実証を実施

12

畜産クラスター構築事業
費

地域の中心的な畜産経営体を育成するため、高収益型畜産体制（クラス
ター）を構築

1,430

長崎和牛生産強化促進事
業費

長崎和牛の産地強化と農家の所得向上を図るため、一貫生産体系の推
進や増頭対策などの生産基盤強化策を実施

162

ながさき森林環境保全事
業費

ながさき森林環境税を活用し、荒廃した森林の整備や、森林ボランティア
等による森林保全活動への支援等を実施

711

36
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事業名 事業概要 予算額

長崎しま雇用・しま人材確
保促進事業費

特定有人国境離島地域を対象とした国の交付金事業のうち、雇用機会拡
充事業における新たな創業・事業拡大の掘り起こし及び人材確保を図ると
ともに、しまの若者が島内で学び成長できる仕組を構築

9

しまの地域商社構築事業
費

しまの優れた地域資源の新たな市場確立に向けたブランド化や販路開拓
を図るために、特定有人国境離島関係市町が整備する地域商社の活動を
サポートするとともに、埼玉県など海なし県と連携した商談会等を実施

63

「なくそう！高齢者の交通
事故」総合対策事業費

高齢者を交通事故の被害者及び加害者としないために、安全運転サポー
ト車の普及啓発など交通事故防止対策を推進

4

消費者行政活性化事業費
相談員の配置等による質の高いきめ細かな消費生活相談体制の整備とと
もに、学校・地域等における消費者教育を実施

49

地球温暖化対策推進事業
費

「長崎県地球温暖化対策実行計画」に掲げる削減目標達成に向け、県民
総ぐるみの地球温暖化対策を推進

20

砂防基礎調査費
（Ｈ２９．３月経済対策補正を含む）

平成２６年８月豪雨により広島市北部で発生した土砂災害を教訓に、土砂
災害警戒区域等を指定するための調査

1,230

Ⅴ 安心快適な暮らし広がる長崎県Ⅴ 安心快適な暮らし広がる長崎県

９．快適で安全・安心な暮らしをつくる施策の推進

37
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事業名 事業概要 予算額

耐震・安心住まいづくり支
援事業費

戸建て住宅や民間特定建築物について、耐震診断等に要する経費を助
成することにより、耐震化を総合的に推進

31

高校生の離島留学推進事
業費

離島の高校において、県内外から積極的な目的意識を持つ生徒が集う特
色ある学校づくりを推進 （Ｈ３０から２校追加）

55

特殊詐欺被害防止コール
センター設置費

特殊詐欺被害を防止するため、電話により県内高齢者に対する注意喚起
を行うコールセンターを設置

9

38

10. にぎわいと暮らしを支える社会基盤を整備する施策の推進

事業名 事業概要 予算額

公共事業費
（Ｈ２９．３月経済対策補正を含む）

114,031

その他その他

事業名 事業概要 予算額

一般施設整備費
（長崎警察署整備事業費）

老朽化が著しい長崎警察署の移転建替に要する経費 1,049




