
（参考様式）参考図面（社会資本総合整備計画　広域連携事業）

計画の名称 九州横軸三県における広域的な観光活性化計画

計画の期間 平成30年度　～　令和04年度　（5年間） 　長崎県（熊本県、宮崎県と連携）交付対象

西彼杵半島振興対策実施地域

＜拠点施設＞グラバー園・大浦天主堂

＜拠点施設＞雲仙岳災害記念館

＜拠点施設＞原城跡A11-004

口ノ津港

A11-003

長崎港（元船地区、常盤・出島地区、

福田地区）

A11-007

肥前大島港（寺島地区）

＜拠点施設＞

肥前大島港ターミナル

A11-006

五島列島への観光客輸送支援

A11-002

長崎港（松が枝地区）

島原半島振興対策実施地域

A11-005

島原港

A11-006

多比良港

＜拠点施設＞長崎空港

A11-004

大村港

204

A11-001

一般国道３２４号（滑川工

区）

A11-002

一般国道２５１号（小川交差点）

A11-003

一般県道礫石松尾町停車場（大手原工区）

A11-001

一般国道２０２号（横瀬工区）

＜拠点施設＞

平成新山ネイチャーセンター

＜拠点施設＞端島（通称：軍艦島）

拠点施設

要素事業

204

202

202

202
251

251

251

251

【長崎県】

【拠点施設】
1 グラバー園・大浦天主堂
2 端島（通称：軍艦島）
3 雲仙岳災害記念館
4 平成新山ﾈｲﾁｬｰｾﾝﾀｰ
5 原城跡
6 海の駅船番所
7 肥前大島港ターミナル
8 長崎空港

1

2

3

4

5

7

8
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＜拠点施設＞海の駅船番所

重点地区

（備考）

・黄色着色は、通常計画関連の拠点施設

・ピンク着色は、通常計画の要素事業

A11-005

大型客船の寄港受入支援

A11-008

島原半島への観光客輸送支援

新規

観光地等への周遊環境提供支援



（整備計画関連事項）

① ⑥
② ⑦

③ ⑧

④ ⑨
⑤ ⑩

①
②

交付対象事業に関連して実施される主な事業
九州横軸三県における広域的な観光活性化の交付対象事業（事業主体：長崎県 事業期間：平成30年度～令和4年度）
九州横軸三県における広域的な観光活性化の交付対象事業（事業主体：熊本県 事業期間：平成30年度～令和4年度）
九州横軸三県における広域的な観光活性化の交付対象事業（事業主体：宮崎県 事業期間：平成30年度～令和4年度）

その他

・連携なし
（広域的地域活性化のために連携して実施する施策）

海の駅船番所

雲仙災害記念館
観光商品・体験ツアーの提供、被災地見学等
の体験プログラムの提供

平成新山ネイチャーセンター 自然観察ツアーの実施

長崎空港

具体的な
取組内容

新聞・雑誌広告やラジオ等プロモーションを実施するとともに、広域観光アクセスルートの開発・定着化事業を実施する。

推進体制 年に１回、3県で「連絡会議」を行い、目標の達成状況等を報告し、必要に応じて、事業の見直し等を図る。

計画の評価の実施予定

ｸﾞﾗﾊﾞｰ園･大浦天主堂 観光ツアーの実施
端島（通称：軍艦島） 上陸観光ツアーの実施 ※世界遺産

中間：令和３年１０月予定、事後：令和５年１０月予定

拠点施設 広域的特定活動 広域的特定活動拠点施設重点地区 重点地区
農漁業体験プログラムの提供、食事の提供

肥前大島港ターミナル

観光情報の掲示、物産品の販売、食事の提供

観光情報の掲示、物産品の販売、食事の提供肥前大島港ターミナル

連携先都道府県との連携について

連携方針 九州観光PR事業（長崎県・熊本県・宮崎県と連携）

原城跡 観光案内の提供 ※世界遺産

拠点施設と一体となって、観光地としての魅力を高める。

整備方針
拠点施設へのアクセス時の効率性・安全性を高め、災害や事故等によるリスクを低下する。

整備方針に合致する主な事業
A11-001、A11-003、A11-004、A11-006
A11-002、A11-005



（確認様式１）

交付限度額算定表

2,465 百万円 8,070 百万円 X≦Yゆえ、 2,465 百万円

45.0 ％

12.8 ％

規則第１７条第１項に基づく限度額算定

Ｓ 314 ｋｍ2 Ｔ 5 年

拠点施設を中心とする半径Ｒの円の面積（πＲ２） 当該広域的地域活性化基盤整備計画の計画期間

π：3.14 ～

ｒ：最短距離 0

20 ｋｍ

0 ｋｍ

ｒ０　： 10 km

Ｒ： r＜r0ゆえ、 10 km

Ｃ 1,028.0 万円／ｋ㎡・年度

単位面積あたり及び単年度あたりの標準的な投資額

行政投資全国実績のうち、都道府県が主体となる交付対象事業に係るものを全国平均で除したもの（最新５箇年の平均）

Ｓ×C×T×0.5＝ 8,070 百万円

要綱第５に掲げる式による限度額算定

拠点施設関連基盤
施設整備事業（Ａ） 4,777 百万円 4,929.3

提案事業（Ｂ） 700 百万円 5,211.3

合計 5,477 百万円 α1＜α2 2464.65 百万円

拠点施設から海岸線までの距離

交付率

提案事業比率

本計画における交付限度額要綱第５に掲げる式による交付限度額（Ｘ） 規則第１７条第１項に基づく交付限度額（Ｙ）

平成30年度 令和4年度

拠点施設から都道府県の境界までの距離

交付対象事業費

α１＝９（Ａ＋Ｂ）／１０＝

α２＝１２Ａ／１１＝

ゆえ、交付限度額（Ｘ）：α／２＝



（確認様式１－１）

ｒの選定根拠（複数の拠点施設が記載されている場合）

※ 計画に記載された拠点施設から都道府県の境界若しくは海岸線までの最短距離

　　（複数の拠点施設が記載されている場合は、そのうち最も大きい値）

<選定方法>

① 各拠点施設から都道府県の境界までの距離：ｒ１、海岸線までの距離：ｒ２を記入

　　（○○群とした場合は群の中心付近からの距離とする）

② 最短距離欄に、ｒ１、ｒ２のうち短い距離を記入

③ 最短距離のうち、最も大きい値となる拠点施設からのｒ１、ｒ２を交付限度額算定表に記載する値として選定

（単位：㎞）

②

拠点施設から
都道府県の境界
までの距離：ｒ１

拠点施設から
海岸線までの

距離：ｒ２

最短距離
（ｒ１、ｒ２のうち

短い距離）

グラバー園・大浦天主堂 20 0.2 0.2

端島（通称：軍艦島） 20 0.1 0.1

長崎空港 15 0.1 0.1

※ 選定結果（交付限度額算定表に記載する値） （単位：㎞）

拠点施設から
都道府県の境界
までの距離：ｒ１

拠点施設から
海岸線までの

距離：ｒ２

グラバー園・大浦天主堂 20 0.2

拠点施設名

①

拠点施設名

③



（確認様式２）

拠点施設に関する事項

施 設 名 所 在 地

設 置 主 体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設データ

拠点施設の整備の有無 整 備 期 間

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
＜現況＞
・世界遺産関連への車両乗入れを抑制し、歩いて巡るための駐車場や誘導サインなどを整備している。
・ガイド組織を統合し「南島原ガイドの会　有馬の郷」として組織、研修など実施しスキルアップ図っている。また、多言語対応には留学生ガイドなど大学の協力を得ている。

＜将来＞
・ＶＲ（バーチャルリアリティ）用のスコープの貸し出し、先端技術を活用した新たな観光情報の発信に取り組む。タブレットを用いて、施設内で観光情報を入手することができる
アプリ等の開発行う。現在は予約制となっている施設内ガイドを、定点ガイドに切り替え、誰でも気軽に観光情報を入手することができるようにする。

＜アジアとの交流・連携を促進する「ゲートウェイ九州」の形成プロジェクト＞
　（広域観光周遊ルートの形成による外国人旅行者の更なる受入）
　複数の都道府県をまたがって、テーマ性・ストーリー性を持った一連の魅力ある観光地をネットワーク化し、外国人旅行者の滞在日数に見合った、訪日を強く動機づける「広
域観光周遊ルート」の形成を促進し、海外へ積極的に発信する。　　（中略）　　九州圏を訪れる外国人旅行者の目的地へのアクセスや九州圏内の周遊に当たって、ドライブ周
遊するための情報提供等によりレンタカーの活用を促進するとともに、インターネット等による公共交通の乗換え情報等の多言語配信、外国人旅行者へ向けた国内共通乗り
放題券の発行等の促進を図りつつ、九州圏の周遊をサポートする体制を強化する。また、美術館・博物館、自然公園、観光地、道路や公共交通機関等におけるピクトグラム、
多言語を用いた案内表示、携帯端末等の多言語音声案内、両替所・案内所の設置、通訳ガイドの育成・強化等を促進する。

グラバー園・大浦天主堂 長崎市

長崎市 長崎南山手グラバーパートナーズ共同事業体

法第２条第２項第３号（教養文化施設） 法第２条第１項第１号ロ(2)文化的資産の展示又は伝統芸能の公演

　　　観光客数　：　1,435千人　　（内県内：　185千人　　県外：　1,250千人）

有　　　・　　　無 令和4年以降

拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
グラバー園及び大浦天主堂はどちらも長崎港松が枝地区の背後地に位置しており、長崎を代表する観光施設である。この二つの観光施設は徒歩1～2分と隣り合うように並ん
でいるため、観光客の多くは付近を観光する際に、二つの施設へ同時に訪れる。グラバー園が構成施設の一つともなっている「明治日本の産業革命遺産　九州・山口と関連地
域」が平成27年7月に世界遺産登録され、また、大浦天主堂が含まれている「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」は平成30年に世界遺産登録を目指しており、さらなる
観光客の増加が見込まれる。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞【要素事業番号：A11-001，A11-002，A11-003】
当拠点施設は長崎市の重要な観光施設であり、長崎港の松が枝ターミナルビルや、端島（軍艦島）へのクルーズ船が発着する常盤地区や元船地区、観光客や住民の憩いの
場となっている水辺の森公園へ徒歩圏内となっていることから、当施設を訪れた観光客が施設内の案内板や市内観光マップなどを見て他の観光施設へ足を運ぶといった流れ
を作ることができることから、基幹事業により、観光客の利便性を図ることで、観光客の増加及びリピーターの確保が期待できる。



（確認様式２）

拠点施設に関する事項

施 設 名 所 在 地

設 置 主 体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設データ

拠点施設の整備の有無 整 備 期 間

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
＜現況＞
・市によって整備された見学通路や見学広場により施設の見学・撮影ができる。ツアー会社手配のガイドによる案内。子供や女性にも親しみを持ってもらうために、ツアー船社
による軍艦島のオリジナルキャラクター「ガンショーくん」が製作され、軍艦島のＰＲ活動を行っている。各ツアー会社で軍艦島オリジナルグッズの製作・販売が行われている。

＜将来＞
・新たな見学通路の増設により、話題性の向上及びリピーターの確保につながる。
・採炭システムを見学できる新たな見学施設の整備や海底炭鉱の島として石炭産業の発展・衰退の歴史、地下遺構調査で出土した遺構・遺物の記録を整理し、高島石炭資料
館や長崎市軍艦島資料館において公表しする。

＜九州圏に活力をもたらす交流・連携の促進プロジェクト＞
　（九州固有の自然環境、歴史、文化、風土や水、景観等を活用した交流・連携の促進）
　九州圏における観光の歴史は古く、明治末期以降の鉄道開通まで遡り、別府の温泉や長崎の国際情緒ある都市観光等の発展がみられた。　戦後は、道路整備等にともない
別府から阿蘇、天草、雲仙、長崎にかけての広域観光周遊ルート、日南海岸等新婚旅行先として南国情緒豊かな観光地や指宿、霧島等南九州の温泉地が発達した。　　（中
略）　　このような、九州固有の自然環境や歴史、文化、風土や水、景観等を最大限に活用する。　　（中略）　　　世界文化遺産である「明治日本の産業革命遺産製鉄・製鋼、造
船、石炭産業」の保全・活用による地域活性化の促進を図るため、国や関係自治体等が連携した統一ロゴの案内標識の整備等により世界遺産ルートの形成を図るとともに、
北九州市では、世界文化遺産に関連した公園・トレッキングコースの整備に取り組んでいる。また、福岡県では「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界遺産への登録活
動、長崎県、熊本県では、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産への登録活動とその活用等を促進する。

端島（通称：軍艦島） 長崎市

－ 長崎市

法第２条第２項第３号（教養文化施設） 法第２条第１項第１号ロ（２）文化的資産の展示又は伝統芸能の公演

　　　観光客数　：　　　　　266千人　　（内県内：　　　34千人　　県外：　　232千人）

有　　　・　　　無 令和4年以降

拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
　当施設は最盛期には労働者やその家族ら約5,000人が住み、1974年の閉山までの間燃料や製鉄用原料炭として、造船や製鉄・製鋼の分野の面で日本の近代化に大きく貢
献してきた。閉山後に無人島となってからは廃墟施設として多くの観光客が訪れており、平成27年7月には「明治日本の産業革命遺産　九州・山口と関連地域」の構成資産の
一つとして世界遺産に登録されるなど、今後ますます観光客の増加が見込まれる。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞【要素事業番号：A11-001，A11-002，A11-003】
　当該施設は閉山後一般客の上陸が許可されていなかったが、平成20年6月から見学用通路及び見学広場の整備が行われ、平成21年3月に完成したことにより、平成21年4
月より地元市に認められたツアー会社の船であれば上陸が認められた。世界遺産に登録されてからも多くの観光客が訪れており、基幹事業により観光客の安全性の確保と利
便性及び快適性の向上を図ることで、観光客の満足度が向上し県外からの新規観光客の獲得やリピーターの確保により観光客の増加等が期待される。



（確認様式２）

拠点施設に関する事項

施 設 名 所 在 地

設 置 主 体 管理・運営主体

拠点施設の区分 広域的特定活動の区分

拠点施設データ

拠点施設の整備の有無 整 備 期 間

拠点施設で行われる広域的特定活動の内容
＜現況＞
・空港1階ロビーにおいて観光ＰＲ展の開催。
・「空の日フェスタ」では機体見学、遊覧飛行、管制塔見学ツアー、桜の植樹など子供から大人まで楽しめる様々なイベントを用意。
・海外からのチャーター便誘致（Ｈ２６：３４便、３，３０１人　Ｈ２７：１０２便、１０，１３４人）

＜将来＞
・新たな航路事業者の参入、プレミアム感のある船舶の導入、待合所の整備により観光資源の魅力を向上させる。

＜九州圏に活力をもたらす交流・連携の促進プロジェクト＞
　（交通ネットワーク等の形成による交流・連携の促進）
　誰もが快適に移動できる環境づくりを目指し、地域間の交流や連携を支える交通基盤を整備するため、港湾、空港、アクセス道路等の整備を推進するととも
に、チャーター便の利活用、新規路線の開設、運行ダイヤの改善等を促進する。

長崎空港 大村市　箕島町

国土交通省 国土交通省

省令第３条第１項第６号（交通施設） 法第２条第１項第２号

　　　利用者数　：　　　　　2,967千人　　（内県内：　　　1,280千人　　県外：　　　1,687千人）

有　　　・　　　無 -

拠点施設の現況及び計画期間内の整備計画等
＜概要及び整備計画＞
　長崎空港は、全国の主要都市のみならず韓国や中国からの観光客も多く利用する空港であり、長崎の観光振興にとって重要な施設である。空港内には売
店や観光施設の案内や観光ＰＲなどの情報を提供しており、観光者が県内各地の観光施設へ行くための観光拠点ともなっている。

＜拠点施設・拠点施設整備事業と基幹事業との一体性＞【要素事業番号：A11-004】
　長崎空港は大村港の一部となっており、長崎地区方面の定期航路とハウステンボス行の航路が運航している。長崎空港は各地観光施設へ行くための重要
な観光拠点となっていることから、基幹事業により主要観光施設でもあるハウステンボスや長崎市街地への移動時間短縮を図ることで、観光客の利便性と快
適性の向上が図られることで、観光客の増加が期待できる。



（確認様式３）

道路

整備前 整備後 整備前 整備後 整備前 整備後 自 至

注１) 注２) 注３) m m m 車線 車線 m m 百万円 （年度） 注４） 年月 （拠点施設） 注５） 注６） 注７） 注８）

＜道路＞

一般国道
324号

A11-001 国 長崎県 － 改築 360 5.0 6.0 2.0 2.0 － － 600 H30～R4 現道拡幅 -
グラバー
園・大浦天
主堂

茂木港
未改良区間
（L=360m）の解消

全線完成供用
L=360m（R5.3予
定）

T27=10.740台／
日、K=1.13

（参考）

＜関連事業＞

交付事業
における
事業期間

事業
内容

都市
計画
決定

広域的特定活動に伴う

整備効果等 供用等工種 延長
車道幅員 車線数 歩道幅員 交付

事業費

都市計画道
路名又はそ
の他道路名

番号 区間 備　　考人流・物流との関係性
道路
区分

事業
主体

事業
手法



（確認様式３）

港湾

港　名 長崎港（松が枝地区） （単位：百万円）

開始年度 完了年度

松が枝 道路(A) 道路改良 R1 R4 345
乗客と幹線道路の安全確保
（円滑な埠頭の利用）

松が枝 緑地(B) 緑地整備 R1 R4 1,100
港湾来訪者の交流機会の増加
港湾旅客利用・周辺環境の改善

松が枝 岸壁(-10m) 岸壁改良 R2 R4 100 港湾旅客利用・周辺環境の改善

合計 R1 R4 1,545

備考

広域的地域活性化基盤整備計画における役割

　長崎港は、日本有数の国際クルーズ船が寄港する港であり、東アジアでの地理的関係から、日本に寄港する際のファーストポートとなっており、日本のゲートウェ
イとしての機能を有している。松が枝地区においては、背後にグラバー園や大浦天主堂など県内でも有名な観光施設があり、九州はもとより全国から多くの観光客
が訪れるなど観光の拠点としても重要な役割を果たしている。そのため、玄関口としての景観整備に加え、国際ゲートウェイ機能や交通拠点としての機能の強化を
図ることを目的として松が枝地区に緑地の整備を行うことで、クルーズ客と国内観光客の交流が生まれ、異国情緒あふれる街長崎としてのイメージアップにつなが
り、新たな観光客の確保及びリピーターの増加に期待ができる。

地区名 施設名 整備内容・規模
交付期間内事業期間

交付期間内事業費 効果



（確認様式３）

港湾

港　名 長崎港（元船地区、常盤・出島地区、福田地区） （単位：百万円）

開始年度 完了年度

元船 浮桟橋（改良） 浮桟橋新設改良 R2 R4 400 観光船遊覧船の浮桟橋の新設改良

元船 浮桟橋（改良）(5) 浮桟橋補修 R2 R4 185 観光船遊覧船の老朽浮桟橋の改良

元船 物揚場(-3m)(改良) エプロン補修 R3 R4 30 観光船遊覧船が発着する物揚のエプロン等の改良

常盤・出島 浮桟橋（改良）(4) 浮桟橋新設改良 H30 R4 320 観光船遊覧船の浮桟橋の新設改良

常盤・出島 岸壁(-10m)(改良) エプロン補修 H30 R3 235 観光船の発着する岸壁のエプロン部の改良

常盤・出島 緑地（改良）
照明灯工、通路工、橋梁補
修工

H30 R4 212 港湾旅客利用・周辺環境の改善

常盤・出島 道路（改良）（D） 道路改良 R3 R4 230
安全・安心な利用の促進
（旅客施設付近の道路）

常盤・出島 岸壁(-5m)(改良) エプロン補修 H30 R2 72
観光船の発着する岸壁直近の老朽岸壁エプロン部の
改良

常盤・出島 岸壁(-4.5)(改良)(1) エプロン補修 H30 R2 69
観光船の発着する岸壁直近の老朽岸壁エプロン部の
改良

常盤・出島 岸壁(-4.5)(改良)(2) エプロン補修 H30 R2 87
観光船の発着する岸壁直近の老朽岸壁エプロン部の
改良

福田 緑地（改良） 緑地補修 R3 R4 95 観光客等利用・周辺環境の改善

合計 H30 R4 1,935

備考

広域的地域活性化基盤整備計画における役割

　当港は長崎市の中心部に位置し、五島、伊王島、高島等離島への海上交通の拠点であり、背後にはグラバー園や大浦天主堂、隣接地には出島、長崎県美術館等の観光施設が多数点在する観
光の拠点でもある。長崎水辺の森公園をはじめ景観を重視した街づくりに取り組んでおり、今後も港からの街づくりを行うことで、長崎港周辺の都市再生を進めていくものである。周辺観光施設から徒
歩圏内である当港湾は端島への利用者や観光客が散策したりと憩いの場となっている。しかしながら、岸壁エプロンの損傷や沈下による段差の発生や雨天時の水溜りなどが見られ、長崎のイメージ
低下にもつながりかねない。また軍艦島に上陸する観光客が増えたことで上陸クルーズ船社は係留施設の不足により他地区の岸壁へ係留している状況である。そのため、浮桟橋及び岸壁の改良、
緑地や道路の整備を行うことで、海の玄関口として相応しい長崎の姿を維持し、さらなる観光客増加を図るものである。
　また、当港（福田地区）は、長崎港中心部からサンセットロード沿いに位置する海辺・夕日のロケーションとして知られており、港内にはレストランや結婚式場、親水広場及び九州でも有数のマリーナ
施設が併設する海辺のリゾートとして県内外の観光客等に利用されている。しかし、緑地内の芝生広場や通路は複数回の陥没等が発生し、結婚式場やレストラン及びクルージングで訪れる観光客
の安全な利用が困難な状況にあり、このままでは長崎のイメージ低下につながりかねない。そのため、緑地の改良を行うことで、海辺のロケーション・リゾートとして相応しい姿を維持し、更なる観光客
の増加による地域活性化を図るものである。

地区名 施設名 整備内容・規模
交付期間内事業期間

交付期間内事業費 効果



（確認様式３）

港湾

港　名 大村港 （単位：百万円）

開始年度 完了年度

箕島 浮桟橋
浮桟橋の更新（屋根含む)
1基

R1 R4 597 船舶の安全係船、雨天時の利便性向上

箕島 通路
通路新設（屋根含む）
１式

R1 R4 100 雨天時の利便性向上

合計 R1 R3 697

備考

広域的地域活性化基盤整備計画における役割

　長崎空港は日本国内の主要都市や中国や韓国と定期路線を有し、年間148万人が利用するなど、重要な施設である。長崎空港には大村湾を通じて時津・長与方面へ行く定
期便や県内最大の観光施設であるハウステンボスとを結ぶ定期航路を有し、空路を利用した観光客を短時間で観光地へ運ぶ役割を果たしている。
　しかし、既存浮桟橋は手狭で増加する観光客への対応が遅れており、利用者に不便を来していることから、浮桟橋1基を更新し、屋根を設置することにより、利用者を短時間
で観光地へ運ぶなど観光客の満足度が向上し、観光客の増加に寄与するものである。

地区名 施設名 整備内容・規模
交付期間内事業期間

交付期間内事業費 効果



（確認様式３）

【事業概要】 【事業費の主な使途】 【間接交付（補助）を行う場合に記載】

　　長崎港は世界遺産登録に伴い、観光客の増加が見込まれる中、
 　長崎の更なる活性化に向けて下記基幹事業により整備を行って
 　いるところである。

　　　A11-003 長崎港（元船地区、常盤・出島地区）
　　　　　　　　　浮桟橋（改良）(2)、浮桟橋（改良）(3)、浮桟橋（改良）(4)
　　　　　　　　　浮桟橋（改良）(5)、岸壁(-10m)(改良)
　　　A11-002 長崎港（松が枝地区） 緑地(B)、道路(A)、岸壁(-10m)(改良)
　　今回、これら基幹事業と一体となって交流人口増を促進するため大型客船
　の受入支援を図るものである。

広域的地域活性化基盤整備計画　提案事業概要書

事業名　大型客船の寄港受入支援事業 事業期間　令和元年度～令和４年度 事業費　200百万円

　基幹事業の整備と一体となって、寄港予定である大型客船の受入支援を
図ることで、「明治日本の産業革命遺産」の資産構成である軍艦島やグラ
バー園、世界遺産候補の「潜伏キリシタン関連遺産」の構成遺産である大
浦天主堂などへの更なる観光客の増加が期待される等、長崎港を中心とし
た背後と一体となった観光地としての魅力を高める。

大型客船の受入にあたって外部有識者による会議等を開催
※10万トン超級の船舶の入港に際し、下記の内容を検討する。
１．入出港・着離岸操船・係留方法の検討。
２．既存の係船柱、防舷材の補強などについての検討。
（船型、風圧力、あびき等を考慮し検討必要）

○大型クルーズ船の受入支援により客船の寄港数の増加が
図られ、観光客数の増加が期待できる。

〇大型クルーズ客船の受入により世界遺産である軍艦島
クルーズ等の観光客の更なる増加が期待され、長崎港
全体の活性化が図られる。

○大型クルーズ船受入支援を行うことで、客船はもと
より港内の定期航路や軍艦島クルーズの安全性が
確保され観光客の安全・安心が図られる。

クルーズ船２隻同時寄港状況

A11-003（元船地区、常盤・出島地区）

大型客船受入バース

松が枝岸壁（－１２ｍ）

出島岸壁（－１０ｍ）

五島列島へ

上海港・釜山港から

大型客船受入支援 1式

・外部有識者による会議等の開催

・港を活用した観光活性化の検討

クルーズ船寄港時
の（ターミナル）状況

軍艦島へ

A11-002（松が枝地区）



（確認様式３）

【事業概要】 【事業費の主な使途】 【間接交付（補助）を行う場合に記載】

　　長崎港は世界遺産登録に伴う観光客の増加が見込まれるなか、
 　長崎県の観光活性化に向けて下記基幹事業により整備を行って
 　いるところである。

広域的地域活性化基盤整備計画　提案事業概要書

事業名　五島列島への観光客輸送支援事業 事業期間　令和２年度～令和４年度 事業費　400百万円

　世界文化遺産の構成資産を有し、今後さらに観光客の増加が見込まれ
る五島列島と長崎港を結ぶ施設において、基幹事業の整備と併せボー
ディングブリッジの更新やWi-Fi環境整備、設備の補修などを行い、安全
で円滑な旅客の輸送を図る。

ターミナル（改良）
・ボーディングブリッジ更新
・Wi-Fi環境整備、ターミナル改修及び設備補修など

○A11-003長崎港（元船地区、常盤・出島地区）の基幹事業では、
五島列島との定期航路を結んでいる浮桟橋を改良する事業があ
り、浮桟橋利用者の待合所となるターミナルにて、Wi-Fi環境整備
やボーディングブリッジ更新、設備補修などを行い、利用者へ快
適な環境を提供し、利便性を高めて、フェリー利用者を増やす。

基幹事業：A11-003 長崎港（元船地区、常盤・出島地

五島列島へ

提案事業

五島列島への観光客輸送支援 １式

・ターミナル（改良）

長崎駅新駅舎

ボーディングブリッジ（平成７年度整備）

九州新幹線 開業

A11-003 長崎港（元船地区、常盤・出島地区）

浮桟橋（改良）（5）、岸壁（-6m）（改良） 等

フェリーターミナル利用状況

五島列島への定期航路に使用している浮桟橋（改良）（５）など



（確認様式３）

【事業概要】 【事業費の主な使途】 【間接交付（補助）を行う場合に記載】

　　長崎港は世界遺産登録やクルーズ客船の寄港数増加等に伴う
 　観光客の増加が見込まれるなか、長崎県の観光活性化に向けて
 　下記基幹事業により整備を行っているところである。

広域的地域活性化基盤整備計画　提案事業概要書

事業名　観光地等への周遊環境提供支援 事業期間　令和３年度～令和４年度 事業費　100百万円

　基幹事業と一体となって遊歩道の改良を図ることで、観光客の陸の玄関
口である長崎駅から世界文化遺産の構成施設である「軍艦島」や「大浦天
主堂」及び観光施設である「グラバー園までの周遊ルートの安全性向上とと
もに、観光地となっている複合商業施設「出島ワーフ」利用者の快適な環境
を提供する。

遊歩道（改良）

○A11-003長崎港（元船地区、常盤・出島地区）の基幹事業では、
出島岸壁から出島ワーフを結んでいる岸壁を改良する事業があり、
岸壁施設の安全性を高めるだけでなく、これに接続する出島ワー
フ前の遊歩道の改良を行うことで、さらなる安全で円滑な観光客
動線の安全性の向上を図る。

基幹事業：A11-003 長崎港（元船地区、常盤・出島地

提案事業

商業施設等への観光客動線の安全性向上１

式

長崎駅新駅舎

出島ワーフ遊歩道（平成11年度整備）

九州新幹線 開業

A11-003 長崎港（元船地区、常盤・出島地区）

岸壁（-10m）（改良）、岸壁（-5m）（改良） 等

A11-002 長崎港（松ヶ枝地区）

緑地(B)、道路(A)、岸壁(-10m)(改良)

出島ワーフ利用状況

観光客動線上の遊歩道として

クルーズ客船の寄港数の増



一般国道324号（滑川工区）（長崎県）　事業実施箇所図

茂木港

A11-001

拠点施設

グラバー園・大浦天主堂

至 天草

至 佐世保市

定期バス １日１６便運行

1,435千人/年

番号 事業内容 アクセス経路
A11-001 改築 2

主要アクセス

拠点施設

基幹事業（道路）



（確認様式４）

長崎港松が枝地区（長崎県長崎市）　事業実施箇所図

位 置 図
0 10 20 30

道路(A)20×460m

緑地(B)1.2ha

岸壁(-10m)(改良)360m 



（確認様式４）

長崎港元船地区、常盤・出島地区地区（長崎県長崎市）　事業実施箇所図

位 置 図

浮桟橋(改良) 1基

浮桟橋(改良) (5)  1基

浮桟橋(改良) (4)  1基

岸壁(-10m) (改良)  L=225m

緑地 (改良)  1式

道路(改良)(D) L=1,315m

岸壁(-5m) (改良)  L=80m
岸壁(-4.5m) (改良)(1)  L=70m

岸壁(-4.5m) (改良)(2)  L=70m

浮桟橋(改良) (5)  1基

物揚場(-3m)(改良)150m
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（確認様式４）

長崎港福田地区（長崎県長崎市）　事業実施箇所図

位 置 図

緑地（改良） １式



（確認様式４）

大村港箕島地区（長崎県大村市）　事業実施箇所図

浮桟橋 1基

位 置 図

通路 1式


