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市町村名 市町村施行日 地域指定 総合計画 ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ

いさはやし

諫早市 Ｈ17. 3. 1

都市計画、低開発（一部）、

辺地（一部）、農村地域工

業導入（県計画）、半島、

リゾート、特定農山村（一

部）

H２８年３月～R７年

・目標年度 令和７年度

・目標人口 １３万５千人

程度

ひとが輝く創造都市・諫早

～笑顔あふれる希望と安心のまち～

＜市町村のあらまし＞                                
○沿革
１５８７年 龍造寺家晴が初代領主となる。

明治４年  廃藩置県で佐賀県に編入。

明治５年  佐賀県から長崎県へ移管。

平成１７年３月１日 諫早市、多良見町、森山町、

飯盛町、高来町、小長井町の１市５町が合併し、

新「諫早市」が誕生。

○市町村のあらまし
諫早市は、長崎県南部の中央に位置し、特性の異な

る３つの海に接するという全国的にも珍しい立地にあ

り、山麓、丘陵、干拓平野、大小河川などを有し、豊

かで多様な自然環境に恵まれている。

また、県内交通網の結節点でもあることから、古く

から営まれてきた農林水産業のほか、商工業が発展し

ている都市である。

＜姉妹都市・友好都市・交流都市＞              ＜都市宣言＞

アメリカ合衆国テネシー州アセンズ市

中華人民共和国福建省漳州市

中華人民共和国江蘇省蘇州市平江区（H24.10から「姑蘇区」）
島根県出雲市

岡山県津山市

平和都市諫早宣言

＜組織＞                             
  三役                    （R2.5.1現在） 議会               （R2.5.1 現在）

職 名 氏 名（年齢） 任  期 議 長 田川 伸隆（タガワ ノブタカ）（52）
市 長 （ﾐﾔﾓﾄ ｱｷｵ）

宮 本 明 雄（71）
H29.4.10 ～R3.4. 9

（３期目）

副議長 島田 和憲（シマダ カズノリ）（70）

議 員
（条例）     （現員）
３０人       ３０人

副市長 （ｿｳﾀﾞ ﾐﾉﾙ）

早 田  実 （69）
H29.5.21 ～R3.5.20

  （２期目） 任 期
Ｈ２９．４．１０～Ｒ３．４．９

構 成

自民：９人  国民民主 ：１人 社民：１人

共産：２人 公明：３人 立憲：１人

無所属：１３人

副市長 （ｱﾍﾞ ﾋｻｼ）

阿 部 寿 志 （50）
R2.4.1～     

（１期目）

職員数           （R2.4.1現在）   事務の共同処理状況

普通会計 ７３７人 （組合等名）                （事務）
県央地域広域市町村圏組合   消防・救急、不燃物

県央県南広域環境組合    ごみ処理施設の運転、管理

長崎県後期高齢者医療広域連合 後期高齢者医療

企業会計 ７８人

その他会計 ４７人

計
８６２人
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＜人口・世帯数＞                                                            （人、％）         （人）
区 分ピーク時（年） H7国調 H12国調 H17国調 H22国調 H27国調 R2.1.1住基 将来推計人口
人  口
増減率

144,556（H18） 142,517 144,299 144,034 140,752 138,078 136,679 125,297
（2030年）2.6 1.3 △0.2 △2.3 △1.9

世帯数 54,137（H18） 44,274 47,730 50,052 50,989 51,897 60,382

＜年齢構成＞

H27国勢調査          （人、％）    将来推計人口（2030年）     （人、％）
区 分 0～14歳 15～64歳 65歳以上 区 分 0～14歳 15～64歳 65歳以上
人 口 18,821 81,661 37,472 人 口 15,255 65,860 44,182

構成比 13.7 59.2 27.1 構成比 12.2 52.6 35.3

＜生活保護者数＞          ＜選挙人名簿登録者数･投票率＞

人 員 保護率（‰） 男 52,730 H30県知事 35.13%

1,981 14.73
女 60,570 H31県議 46.83%

計 113,300 R元参議 46.30%
（R2.2 人、‰）              （R2.3定時登録、人)

＜産業構造＞                                                ＜主要製造業＞    （百万）

区 分
総生産額（百万円） 就業人口（人） 業種名 製造品出荷額

＊ 構成比 （H27国調） 構成比 電子部品・デバイス 247,261
第１次 10,338 1.6% 4,120 6.5% 食料品 83,106
第２次 328,135 51.6% 14,729 23.1% 金属製品 13,851
第３次 294,161 46.2% 44,921 70.4%
計 636,239 66,165

（H29市町村民経済計算)                                  （H29工業統計）

＜財政状況＞            （単位：％、千円）                     （単位：％、千円）
区  分 平成２９年度 平成３０年度 区 分 平成２９年度 平成３０年度

決
算
概
要

決算額（歳出） 71,823,159 66,969,750 決
算
概
要

実質公債費比率 7.4 7.6
標準財政規模 35,834,475 34,860,887 将来負担比率 0.0 0.0
財政力指数 0.53 0.54 地方債現在高 58,290,056 55,819,873
経常収支比率 92.1 91.8 積立金現在高 23,504,365 24,224,347

＜主要事業＞                                                                            （単位：百万円）
市町村単独事業 国・県補助事業 国・県事業

令
和
２
年
度

（仮称）諫早市テニス場整備
事業

620 南諫早産業団地整備事業 1161地域高規格道路「島原道路」
整備事業

諫早文化会館（仮称）文芸・
音楽ホール整備事業

88 水産物荷さばき施設整備事
業

39 一般国道３４号整備事業

宿泊観光促進事業 13 有害鳥獣被害防止緊急対策
事業

50 大村湾南部流域下水道事業

新幹線開業に向けた行動計
画連携推進事業

10 県指定文化財保存整備事業 24 本明川ダム建設事業

地域おこし支援事業 4 いさはや生活実現事業 10

今
後

令
和
３

年
度
以
降

(仮称)諫早市テニス場整備事業
諫早文化会館(仮称)文芸・音楽ホ
ール整備事業

宿泊観光促進事業

小児救急医療支援事業

南諫早産業団地整備事業諫早駅周
辺整備事業

放課後児童健全育成事業

南諫早産業団地整備事業

地域高規格道路「島原道路」

整備事業

一般国道３４号整備事業

大村湾南部流域下水道事業

本明川ダム建設事業
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＜まちづくり事業＞                                 （～令和元年度）
     事 業 名                              事      業      内       容
生活基盤整備事業 より安全で快適な生活環境の実現を目指し、市民の日常生活に密着した道路、水路、

交通安全施設等の整備、小規模改良及び維持修繕などを図る。

地域づくり協働事業 市民の提案及び参画により立案された企画を支援し、交流人口の拡大や地域活性化を
進めるとともに、地域づくり協議会等の意見も取り入れながら継続して図る

＜公共施設整備状況＞         （令和元年度） ＜主要公共施設＞
項  目 箇所数 ･諫早文化会館                      (S55.11)

･高来ふれあい会館                      (H 2. 2)
･いいもりコミュニティ会館              (H 4. 4)
･小長井文化ホール                 (H11.11)
･諫早図書館                            (H13. 7)
･こどもの城                           (H21. 3)
･諫早市中央体育館              (H25. 3)
･諫早市美術・歴史館             (H26. 3)
･諫早市第１野球場、スケートボード場  (H30. 7)
･諫早市第２野球場、諫早市サッカー広場 (R 1. 8)

保育所 3
老人ホーム 0
うち養護老人ホーム 0

支所・出張所 6
公会堂・市民会館 3
公民館 8
図書館 2
体育館 7

＜懸案事項・主要課題＞                               （R2.4.1現在）
     項  目                   内                 容
諫早駅周辺整備事業九州新幹線西九州ルートの開業に合わせ、市街地再開発事業の施行や各種都市施設の整備

を図り、諫早駅周辺の新たなまちづくりを行う。

＜名所旧跡・文化財・観光施設＞              ＜イベント・郷土芸能等＞
  名  称 概    要    名  称 概    要
諫早公園・眼鏡橋諫早公園は、平成18年に「日本の歴史

公園百選」に指定された上山公園の中
心的公園である。また、公園内の眼鏡
橋は、1839年に造られ、石橋としては
日本で最初に国の重要文化財に指定さ
れている。（昭和33年指定）

諫早つつじ祭り
（令和２年度中止）

毎年4月に諫早公園一帯で実施され
ている花祭り。各種催しあり。

諫早万灯川まつり
（令和２年度
式典のみ実施）

昭和32年の諫早大水害犠牲者の慰
霊祭。毎年7月25日に実施。慰霊の
思いを込め、本明川のほとりに約2
万3千本の万灯を点し、花火２千発
を打ち上げる。

白木峰高原 標高1,057ｍの五家原岳の中腹にあ
り、約1万㎡の広さに、春には10万本
の菜の花、秋には20万本のコスモス
が咲き誇る。

のんのこ諫早まつり

（令和２年度中止）

毎年9月に実施され皿を使用した街
踊り・郷土芸能の披露など多彩なイ

ベントが行われ、例年約10万人の人
出で賑わう。

轟峡・轟峡キャ

ンプ村

全国名水百選の轟渓谷と豊かな自然に

恵まれ、4月～10月はキャンプ場の利用
も可能。
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＜特産物(主要農水産物など)＞    ＜地域活性化グループ＞                 （R2.4.1現在）
うなぎ料理、おこし、すっぽん
料理、玉葱、馬鈴薯、人参、伊
木力みかん、唐比レンコン、小
長井牡蠣、ナマコ、米、高来そ
ば、杵の川（清酒）

団体名 代表者 活動内容 連絡先

いさはや国際交流ｾﾝﾀｰ 荒木 隆 ホームステイ・国際交流 0957-43-0085

キャロット劇団 藤本 八重子 各種ｲﾍﾞﾝﾄ参加、福祉施設慰問 0957-48-1938

幻の高来そば振興協議会 山口 徳男 希少そば種を使ったまちおこし 0957-27-7500

灯りﾌｧﾝﾀｼﾞｱ実行委員会 岩本 頼子 ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ、灯明によるｲﾍﾞﾝﾄ 0957-24-0102

こながい振興会 森 和明 こながいまつり開催等地域活性

化活動

0957-34-2966

森山町花の会 貝田 綾子 花壇への花苗植栽による景観美

化活動

0957-36-1431

＜地方公社･各種団体＞                             （R2.4.1現在）
名   称 代表者 連絡先

地方公社 諫早市土地開発公社

諫早市施設管理公社

早田 実

島 公治

0957-22-1500
0957-21-1254

農協 長崎県央農業協同組合 辻田 勇次 0957-24-2111

漁協
橘湾中央漁業協同組合

諫早湾漁業協同組合

大村湾漁業協同組合多良見支所

濱 正夫

新宮 隆喜

木下 和幸

0957-28-2014
0957-34-2244
0957-43-0228

商工会議所 諫早商工会議所 黒田 隆雄 0957-22-3323
商工会 諫早市商工会 中嶋 一也 0957-35-5550

観光協会 諫早観光物産コンベンション協会 酒井 明仁 0957-22-8325

＜その他＞
市町PR事項

諫早市は、長崎県南部の中央、長崎・島原・西彼杵の各半島の結節部に位置し、古くから交通の要衝として大きな
役割を果たしてきました。東は有明海、西は大村湾、南は橘湾と三方を海に囲まれ、北は多良山系を望み、変化に富
んだ地形と四季折々の豊かな自然を有しています。市の中心部を流れる本明川は、市街地を通って有明海に注ぎ、下
流の諫早平野は県下最大の穀倉地帯となっています。
産業面では、地勢を活かした農業や水産業が盛んであるほか、長崎自動車道諫早インターチェンジ周辺に立地する
５つの産業団地には、約２００社が操業し、約１万人が働いています。
また、諫早市には、「Ｖ・ファーレン長崎」のホームスタジアムであるトランスコスモススタジアム長崎（長崎県
立総合運動公園陸上競技場）や、オリンピック２大会連続金メダリスト内村航平選手（男子体操競技個人総合）の名
前を冠する諫早市中央体育館「内村記念アリーナ」があります。さらに、平成３０年７月に供用を開始した（仮称）
久山港スポーツ施設などスポーツ拠点施設を活かして、市民スポーツの振興とともに大会・合宿誘致などスポーツ交
流人口の拡大を図っております。今後も、（仮称）諫早市テニス場整備事業など新たなスポーツ拠点施設を整備し、
スポーツツーリズムの推進を図ります。
また、市民文化の振興を図るため、芸術・文化活動の発表や鑑賞する機会を提供できる（仮称）文芸・音楽ホール
を整備し、市民が気軽に、芸術・文化活動に参加できる環境整備を図っています。

＜市の花・木・鳥（制定年月日）＞
・市の木 ヒゼンマユミ（平成17年10月1日制定）
・市の花 ツクシシャクナゲ（平成17年10月1日制定）
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市町村名 市町村施行日 地域指定 総合計画 ｷｬｯﾁﾌﾚｰｽﾞ

おおむらし

大村市 Ｓ17. 2.11

都市計画、低開発、リゾー

ト、特定農山村（一部）

総合計画 Ｈ２８～R７

基本計画 Ｈ２８～R２

～行きたい、働きたい、住み続けたい～

しあわせ実感都市 大村

＜市町村のあらまし＞                                
○沿革
昭和１４年１１月

大村町、西大村、竹松村の１町２ヵ村が合併

昭和１７年２月

大村町、萱瀬村、福重村、松原村、鈴田村、三浦村

の１町５ヵ村が合併し市制施行

昭和３８年７月１日

東彼杵町の武留路郷が大村市に編入

○市町村のあらまし                         
長崎県本土のほぼ中央に位置し、面積は126.73k㎡で

ある。

多良岳と大村湾に囲まれ、自然に溢れたまちであり、

また古くから城下町として栄え、様々な文化遺産を残し

ている。

さらに、長崎空港や長崎自動車道などの高速交通アク

セスに優れたまちである。

＜姉妹都市・友好都市・交流都市＞              ＜都市宣言＞

（国外）中華人民共和国上海市閔行区

ポルトガル共和国シントラ市

    米国カリフォルニア州サンカルロス市

（国内）秋田県仙北市、兵庫県伊丹市、島根県飯南町

交通安全都市宣言（S39.10.19）

ボランティア福祉都市宣言（H4.6.5）

非核・平和都市宣言（H7.8.15）

＜組織＞                             
  三役                    （R2.5.1現在） 議会                （R2.5.1 現在）

職 名 氏 名（年齢） 任 期 議 長 伊川 京子（ｲｶﾞﾜ ｷｮｳｺ） (72)

市 長
（ｿﾉﾀﾞ ﾋﾛｼ）

園田 裕史(43)

R1.11.8～

R5.11.7 (2期目)

副議長 城 幸太郎（ｼﾞｮｳ ｺｳﾀﾛｳ） (65)

議 員
(条例)   （現員）

25人    25人

副市長
（ﾔﾏｼﾀ ｹﾝｲﾁﾛｳ）

山下 健一郎(60)

R2.4.1～

R6.3.31 (1期目)任 期
令和元年5月2日～令和5年5月1日

構 成

自由民主党 6人 無所属 14人

公明党 2人 立憲民主党 1人

日本共産党 1人 幸福実現党 1人

職員数           （R2.4.1現在）    事務の共同処理状況

普通会計 550人 （組合等名）                （事務）

県央地域広域市町村圏組合   ・地方拠点都市地域に関すること

               ・常備消防及び救急業務に関すること

長崎県後期高齢者医療広域連合 ・後期高齢者医療

長崎県市町村総合事務組合   ・退職手当、非常勤職員公務災害に関

すること

企業会計 88人

その他会計 43人

計 681人
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＜人口・世帯数＞                                                            （人、％）         （人）
区 分ピーク時（年） H7国調 H12国調 H17国調 H22国調 H27国調R2.1.1住基 将来推計人口
人  口
増減率

92,757(H27)
    －

79,279 
8.0 

84,414 
6.5 

88,040 
4.3 

90,517 
2.8 

92,757
2.5

96,963
－

93,791

（2030年）

世帯数
36,070(H27)

    －
26,194 

17.7 
29,292 

11.8 
   31,849

8.7
34,044

6.9
36,070

6.0
43,584

－

＜年齢構成＞

H27国勢調査          （人、％）    将来推計人口（2030年）     （人、％）
区 分 0～14歳 15～64歳 65歳以上 区 分 0～14歳 15～64歳 65歳以上
人 口 15,141 55,972 21,353 人 口 14,046 52,716 27,029

構成比 16.4 60.5 23.1 構成比 15.0 56.2 28.8

＜生活保護者数＞          ＜選挙人名簿登録者数･投票率＞

人 員 保護率（‰） 男 36,703 H30県知事 44.86％

1,717 18.0
女 41,350 H31県議 51.53％

計 78,053 R元参議 45.20％
（R2.2 人、‰）              （R2.3定時登録、人)

＜産業構造＞                                                ＜主要製造業＞    （百万）

区 分
総生産額（百万円） 就業人口（人） 業種名 製造品出荷額

＊ 構成比 （H27国調） 構成比 電子部品・デバイス・ 48,790
第１次 3,356 1.0% 1,934 4.6% 食料品製造業 19,250
第２次 90,264 28.2% 8,442 19.9% 生産用機械器具製造業 10,186
第３次 224,829 70.2% 31,987 75.5% 金属製品製造業 6,428
計 320,263 44,093 窯業・土石製品製造業 3,919

（H29市町村民経済計算)                                  （H30工業統計）

＜財政状況＞            （単位：％、千円）                     （単位：％、千円）
区  分 平成２９年度 平成３０年度 区 分 平成２９年度 平成３０年度

決
算
概
要

決算額（歳出） 41,953,320 46,085,783 決
算
概
要

実質公債費比率 6.8 7.4
標準財政規模 19,331,023 19,477,026 将来負担比率 59.8 65.0
財政力指数 0.620 0.630 地方債現在高 36,893,619 40,647,172
経常収支比率 93.7 97.1 積立金現在高 8,864,176 8,708,288

＜主要事業＞                                                                            （単位：百万円）
市町村単独事業 国・県補助事業 国・県事業

令
和
２
年
度

・新幹線建設負担金事業   399
・体育文化センター設備改修事業 28
・産業支援センター運営事業   22
・出張所整備改修事業     22
・農村地域防災減災事業     20

・新幹線新大村駅（仮称）周辺整備事業

              1,194
・野菜施設等整備事業      453
・教育保育施設整備事業     208
・よし川都市基盤河川改修事業 127
・総合運動公園整備事業    158

・一般国道３４号整備事業

・都市計画道路池田沖田線街路改築事業

・大村湾南部流域下水道事業

・郡川河川改修事業

・長崎空港海上ターミナル整備事業

今
後

令
和
３
年
度
以
降

・新幹線建設負担金事業   150
・広域農道整備事業       77
・体育文化センター設備改修事業 51
・出張所整備改修事業      43

・新幹線新大村駅（仮称）周辺整備事業

2,751
・よし川都市基盤河川改修事業 1,083
・竹松駅前原口線整備事業   630
・総合運動公園整備事業    230
・小学校施設環境改善事業    63

・一般国道３４号整備事業

・都市計画道路池田沖田線街路改築事業

・大村湾南部流域下水道事業

・郡川河川改修事業

・長崎空港海上ターミナル整備事業
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＜まちづくり事業＞                                 （～令和元年度）
     事 業 名                              事      業     内       容

＜公共施設整備状況＞         （令和元年度） ＜主要公共施設＞
項  目 箇所数 ・大村市体育文化センター H10.7

・大村市屋内プール S55.8
・大村市環境センター H9.4
・大村市民交流プラザ H26.11
・道の駅「長崎街道鈴田峠」 H28.3
・中心市街地複合ビル（プラットおおむら） H31.3
・こども科学館 H31.4
・長崎県立・大村市立一体型図書館 R1.10
・大村市歴史資料館 R1.10

保育所 1
老人ホーム 0
うち養護老人ホーム 0

支所・出張所 9
公会堂・市民会館 1
公民館 4
図書館 1
体育館 2

＜懸案事項・主要課題＞                                （R2.4.1現在）
     項  目                   内                 容
・公共施設の更新 ○老朽化した公共施設の効率的な維持管理、長寿命化等に取組み、計画的な更新を行うこ

とにより、財政負担の平準化を図る。

＜名所旧跡・文化財・観光施設＞              ＜イベント・郷土芸能等＞
  名  称 概    要    名  称 概    要
大村公園（玖島城跡）

大村純忠史跡公園

旧円融寺庭園

野岳湖公園

旧楠本正隆屋敷
大村藩主大村家
墓所

･ｻｸﾗ､ﾂﾂｼﾞ､ﾊﾅｼｮｳﾌﾞの名所で大村氏
の居城跡にできた近代公園
･日本初のｷﾘｼﾀﾝ大名大村純忠の史跡
公園
･江戸初期様式の形態をとどめる国
指定 名勝庭園
･多良岳県立公園に含まれた景勝地
で、年間10万人のｷｬﾝﾊﾟｰ等でにぎわ
う。
･近世大村を代表する武家屋敷
･旧藩主大村家の菩提寺と巨大な墓
石

おおむら秋まつり

おおむら夏越まつ

り

おおむら花まつり

大村の郡三踊
（寿古踊・沖田
踊・黒丸踊）

･産業まつりから発展した伝統あるまつ
り
･花火大会に始まり、総勢２千人が集う
総踊りで締めくくる大村最大規模のま
つり
･桜まつりやしゃくなげまつり、花菖蒲
まつりなど多彩な催しがある。

・国指定重要無形民俗文化財で約500年
前から伝わる風流踊

＜特産物(主要農水産物など)＞    ＜地域活性化グループ＞                 （R2.4.1現在）

大村寿司、松原刃物、長崎三彩
（陶器）、青なまこ､いちご、
黒田五寸人参、にごみ、ゆでピ
ーナッツ、おこし、カレー、長
崎和牛

団体名 代表者 活動内容 連絡先

大村商工会議所青年部

（公社）大村青年会議所

竹中 清也

(H31.4.1～)

中村 友久

(H31.1.1～)

・F・F 交流会、一人一花運動推
進事業、次世代リーダー研修事業

・地域に根ざしたまちづくり運動

と自己改革

0957-53-4222

0957-52-6391
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＜地方公社･各種団体＞                          （R2.4.1現在）
名   称 代表者 連絡先

地方公社

農協

漁協

商工会議所・商工会

観光協議会・観光協会

大村市土地開発公社
一般財団法人大村市文
化・スポーツ振興財団
大村未来づくり（株）

(株)大村市総合地方卸売市場

長崎県央農業協同組合

大村湾東部漁業協同組合
大村市漁業協同組合

大村商工会議所

大村市観光コンベンショ
ン協会

山下 健一郎
酒井 辰郎

小野下 英樹
梶原  茂

辻田 勇次

瀬﨑 隆治
二嶋 富寛

中村 人久

酒井 辰郎

0957-52-3651
0957-20-7200

0957-47－5413
0957-52-1330

0957-24-2111

0957-52-2303
0957-52-3061

0957-53-4222

0957-52-3605

＜その他＞
市町PR事項

大村市は、長崎県本土のほぼ中央に位置し、緑豊かな多良山系と、「琴の海（ことのうみ）」と称される
ほど波静かな大村湾に囲まれた都市です。1952年に日本最初のモーターボートレースを開催した「競艇発
祥の地」としても有名です。
豊かな自然に恵まれ、世界初の海上空港である長崎空港や高速道路ICなどの交通アクセスの利便性か

ら、大変住みやすいまちといわれ、人口が着実に増加している県内唯一の市として発展を続けています。
また、令和元年10月には、九州では2番目の収蔵能力を誇る「ミライon（県立・市立一体型図書館及び市
歴史資料館）」が開館し、さらに令和4年度には九州新幹線西九州ルートが開業予定で、県内の観光や、ビ
ジネスの交通拠点としての発展が期待されています。
悠久の歴史と称される大村は、日本最初のキリシタン大名大村純忠が、1582年に大友宗麟、有馬晴信ら

と共に「天正遣欧少年使節団」をローマに派遣し、ヨーロッパの進んだ技術や知識を持ち帰らせたことで
有名です。市内には今もキリシタン遺跡が数多く残されています。
花のまち大村は、「日本さくら名所百選」の地に選ばれた大村公園の、国指定天然記念物「オオムラザ
クラ」をはじめ、約2千本の桜や、約30万本のハナショウブが3月末から6月中旬にかけて見頃となります。
また、世界のシャクナゲが咲く裏見の滝自然花苑など、季節を通して「花のまち」を実感することができ
ます。
悠久の歴史と、豊かな自然に培われた伝統芸能・工芸、サクラに代表される四季を通した美しい花々な
ど、魅力いっぱいの「花と歴史と技術のまち」にぜひお越しください。

＜市の花・木・鳥（制定年月日）＞
・市の花 おおむらざくら(昭和47年4月8日)
・市の木 イチイガシ(平成元年6月1日)
・市の鳥   －



（単位：円）

（現年度） 8,141,469,676 7,815,937,036 9,495,703,549 8,566,326,691 7,414,900,370 9,106,533,996

総 務 費 713,032,475 673,911,655 662,393,559 680,570,724680,184,477 674,239,320

生 活 福 祉 費 13,657,487 941,170 4,613,593 12,663,371 9,348,837 38,720,650

環 境 保 健 費 68,568,449 63,299,412 68,885,462 66,602,117 60,143,628 60,617,137

労 働 費 0 0 0 0 290,520 460,900

農林水産業費 1,734,473,118 1,926,026,437 2,751,689,925 2,433,696,234 2,446,428,468 2,594,939,115

商 工 費 0 0 0 0 1,800,000 0

土 木 費 5,530,807,101 4,967,509,660 5,807,183,149 5,295,994,736 4,014,991,868 5,521,890,150

教 育 費 38,928,406 172,682,562 190,275,861 44,535,509 118,735,212 109,945,924

災 害 復 旧 費 42,002,640 11,566,140 10,662,000 32,264,000 82,977,360 105,720,800

（繰越） 7,075,947,806 4,789,136,338 4,054,042,433 4,664,908,603 4,481,077,755 4,301,665,860

総 務 費 0 0 0 0 0 0

社 会 福 祉 費 0 0 0 0 0 0

環 境 保 健 費 442,692 0 0

農林水産業費 2,518,681,098 1,523,854,070 948,965,577 1,523,004,747 1,452,112,846 2,199,969,832

土 木 費 4,557,266,708 3,240,926,308 3,037,856,656 3,089,055,564 3,028,964,909 2,032,629,988

教 育 費 0 0 64,438,120 48,502,600 0 0

災 害 復 旧 費 0 24,355,960 2,782,080 3,903,000 0 69,066,040

計 15,217,417,482 12,605,073,374 13,549,745,982 13,231,235,294 11,895,978,125 13,408,199,856

（現年度） 85,340,911 89,061,639 118,631,006 414,697,441 2,257,751,609 1,743,037,555

農業改良資金 0 7,000 7,000 7,500 0 0

県営林 66,042,311 53,154,579 50,990,936 4,830,624 4,095,985 5,905,845

庁用管理 0 0 0 0 0 159,483

用地 0 0 0 0 1,893,379,334 1,426,278,983

流域下水道 19,298,600 35,900,060 67,633,070 409,859,317 360,276,290 310,657,884

国民健康保険 0 0 0 0 0 35,360

（繰越） 0 0 0 86,783,566 233,990,050 878,500,190

県営林 0 0 0 86,783,566 60,311,270 86,551,465

用地 0 0 0 0 0 478,045,845

流域下水道 0 0 0 0 173,678,780 313,902,880

計 85,340,911 89,061,639 118,631,006 501,481,007 2,491,741,659 2,621,537,745

15,302,758,393 12,694,135,013 13,668,376,988 13,732,716,301 14,387,719,784 16,029,737,601

県 央 振 興 局 決 算 額 調

特
別
会
計

２９年度 ３０年度

一
般
会
計

             年度

　科目

県央振興局資料

合　　　　計

３１年度２６年度 ２７年度 ２８年度

15,302 12,694

13,668 13,732 14,387 16,029

0
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20,000

２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

単位：百万円
歳出比較

0
1,000
2,000
3,000
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２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

単位：百万円
年度別科目別構成比（現年度）

災害復旧費

教育費

土 木 費

農林水産業費

総務費
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県関係機関

名称 郵便番号 所在地
電話番号

（市外局番0957）

県央振興局 854-0071 諫早市永昌東町25-8 22-0010

県央振興局　税務部 854-0071 諫早市永昌東町9-26ニューウインドビル2階 22-1032

県央振興局　税務部　島原出張所 855-0043 島原市新田町347-9 62-3375

県央振興局　保健部
（県央保健所） 854-0081 諫早市栄田町26-49 26-3304

県央振興局　農林部
（中央家畜保健衛生所） 854-0063 諫早市貝津町3118 25-1331

諫早湾干拓営農支援センター 854-0038 諫早市中央干拓131 35-4344

県央振興局　農林部　西海事務所 851-3305 西海市西彼町喰場郷1686-3 27-1821

諫早湾干拓堤防管理事務所 859-0146 諫早市高来町金崎字浜ノ道149-6 27-7045

諫早食肉衛生検査所 854-0022 諫早市幸町79-20 24-0934

環境保健研究センター 856-0026 大村市池田2-1306-11 48-7560

こども医療福祉センター 854-0071 諫早市永昌東町24-3 22-1300

工業技術センター 856-0026 大村市池田2-1303-8 52-1133

農林技術開発センター 854-0063 諫早市貝津町3118 26-3330

〃（果樹・茶研究部門） 856-0021 大村市鬼橋町1370 55-8740

農業大学校 854-0062 諫早市小船越町3171 26-1016

病害虫防除所 854-0062 諫早市小船越町3170 26-0027

長崎県消防学校 856-0815 大村市森園町663-6 53-6155

長崎県警本部交通部運転免許試験場 856-0817 大村市古賀島町533-5 53-2128

長崎県教育センター 856-0834 大村市玖島1-24-2 53-1131

諫早警察署 854-0062 諫早市小船越町1036-1 22-0110

大村警察署 856-0815 大村市森園町34-5 54-0110

管内国県地方機関等           
令和２年８月１日現在
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名称 郵便番号 所在地
電話番号

（市外局番0957）

諫早高等学校

　諫早高等学校附属中学校

西陵高等学校 859-0401 諫早市多良見町化屋1387-2 43-4155

諫早東高等学校 854-0205 諫早市森山町杉谷317 36-1010

大村高等学校 856-0835 大村市久原１－591 52-2660

諫早農業高等学校 854-0043 諫早市立石町1003 22-0050

大村工業高等学校 856-0815 大村市森園町1079-3 52-3772

諫早商業高等学校 854-0061 諫早市宇都町8-26 26-1303

大村城南高等学校 856-0835 大村市久原１-416 54-3121

ろう学校 856-0807 大村市宮小路3-5-5 55-5400

虹の原特別支援学校 856-0807 大村市宮小路3-5-1 55-5260

希望が丘高等特別支援学校 859-0401 諫早市多良見町化屋986-6 43-5544

諫早特別支援学校 854-0084 諫早市真崎町1670-1 26-1798

諫早東特別支援学校 854-0071 諫早市永昌東町24-2 22-1863

大村特別支援学校 856-0835 大村市久原2-1418-2 52-6312

市関係機関

（諫早市）

名称 郵便番号 所在地
電話番号

（市外局番0957）

諫早市役所（本庁） 854-0014 諫早市東小路町7-1 22-1500

小栗出張所 854-0053 諫早市小川町1222 22-1533

小野出張所 854-0033 諫早市黒崎町181-2 22-0264

有喜出張所 854-0121 諫早市有喜町488 28-2001

真津山出張所 854-0074 諫早市山川町1-3 26-1500

真津山出張所貝津分室 854-0063 諫早市貝津町2890 26-9467

本野出張所 854-0095 諫早市上大渡野2-1 26-0270

854-0014 諫早市東小路町1-7 22-1222
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名称 郵便番号 所在地
電話番号

（市外局番0957）

長田出張所 859-0301 諫早市長田町2394-2 23-9024

多良見支所 859-0401 諫早市多良見町化屋1800 43-1111

大草出張所 859-0413 諫早市多良見町野副17-1 43-1221

伊木力出張所 859-0417 諫早市多良見町舟津1140 44-1002

森山支所 854-0203 諫早市森山町本村1300 36-1111

飯盛支所 854-1112 諫早市飯盛町開1929-3 48-1111

田結出張所 854-1123 諫早市飯盛町里648-3 49-1111

高来支所 859-0132 諫早市高来町三部壱528 32-2111

小江深海出張所 859-0117 諫早市高来町峰19-1 32-2127

小長井支所 859-0165 諫早市小長井町小川原浦500 34-2111

諫早市少年センター 854-0047 諫早市野中町508-8
24-3737（相談電話）

22-2551

（大村市）

名称 郵便番号 所在地
電話番号

（市外局番0957）

大村市役所 856-8686 大村市玖島1-25 53-4111

三浦出張所 856-0846 大村市日泊町791 52-6475

鈴田出張所 856-0845 大村市大里町33-2 52-2023

西大村出張所 856-0817 大村市古賀島町133-31 53-3725

萱瀬出張所 856-0014 大村市田下町1577 55-7001

竹松出張所 856-0804 大村市大川田町417-1 55-8314

福重出張所 856-0802 大村市皆同町512-2 55-8614

松原出張所 856-0009 大村市松原本町296-4 55-8501
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国関係機関

名称 郵便番号 所在地
電話番号

（市外局番0957）

長崎地方・家庭裁判所大村支部 856-0831 大村市東本町287 52-3501

諫早簡易裁判所 854-0071 諫早市永昌東町24-12 22-0421

長崎地方法務局諫早支局 854-0022 諫早市幸町4-12 22-0475

長崎刑務所 854-0053 諫早市小川町1650 22-1330

大村入国管理センター 856-0817 大村市古賀島町644-3 52-2121

諫早公証役場 854-0016 諫早市高城町5-10 23-4559

諫早税務署 854-0071 諫早市永昌東町25-45 22-1370

国立諫早青少年自然の家 859-0307 諫早市白木峰町1109-1 25-9111

諫早年金事務所 854-0081 諫早市栄田町47-39 259-1666

諫早労働基準監督署 854-0081 諫早市栄田町47-37 26-3310

諫早公共職業安定所（ハローワーク諫早） 854-0022 諫早市幸町4-8 21-8609

大村公共職業安定所（ハローワーク大村） 856-8609 大村市松並１－２１３－９ 52-8609

国土交通省長崎河川国道事務所
諫早出張所 854-0011 諫早市八天町20-15 22-1356

国土交通省長崎河川国道事務所
諫早排水機場 854-0011 諫早市八天町11 23-3993

国土交通省長崎河川国道事務所
大村維持出張所 856-0806 大村市富の原2-1664 55-7161

九州農政局北部九州土地改良調査管
理事務所 859-0146 諫早市高来町金崎149-6 27-7510

長崎森林管理署 854-0055 諫早市栗面町804-1 41-6911

長崎森林管理署大村森林事務所 856-0008 大村市松原１-487-5 55-7008

自衛隊長崎地方協力本部諫早地域事務所 854-0014 諫早市東小路町5-17 22-4455

海上自衛隊大村航空基地 856-0818 大村市今津町10 52-3131

陸上自衛隊大村駐屯地 856-0821 大村市西乾馬場町416 52-2131

陸上自衛隊竹松駐屯地 856-0806 大村市富の原1丁目1000 52-3141
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