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1 企画財政部 1410 都市経営室

学生地域連携活動支援事
業
「游学のまちdeやって
みゅーで“U-サポ”」運営委
託

委託 長崎大学

　学生の自主的な社会参加活動を通じて、学生の人間
的成長と地域の活性化を図るため、長崎大学のボラン
ティア活動支援「やってみゅーでスク」の仕組みを長崎地
域の７大学に拡大し、ボランティア参加を希望する学生
と地域でボランティアの機会を提供する団体等をつなぐ
取組み。

　学生の自己能力成長及び地域の活性化に資すること
ができた。また、他大学の学生をはじめ、ボランティアを
通した他者との交流により、長崎での学生生活を有意義
にする一つの要因ともなった。

2,000

2 市民生活部 2324 文化振興課
子ども芸術文化体験事業費
伝統文化体験教室開催

委託
特定非営利活動法人長
崎国際文化協会

普段接する機会の少ない伝統文化を、専門家の直接指導の
もとで体験し、興味を深めてもらい、技術の向上、引いては伝
統文化の普及啓発を目指す。伝統文化の分野に精通してい
る特定非営利活動法人長崎国際文化協会に委託する。
（R2新規事業）

伝統文化の分野に精通している国際文化協会が専門性の高
い講師を手配し、子ども達に充実した体験の機会を提供す
る。

731

3 市民生活部 2326
スポーツ振興
課

南部地区公園開放業務委託 委託
南部地区公園開放運営
協議会

南部地区公園（多目的広場、ソフトボール場）の開放業務を地
元住民で構成している南部地区公園開放運営協議会へ委
託。

業務の性質上、地域に精通した地元南部地区公園開放運営
協議会への委託することで、円滑な開放業務の遂行に繋がっ
た。

120

4 市民生活部 2326
スポーツ振興
課

長崎市民アーチェリー場貸出
及び指導業務委託

委託
長崎市アーチェリー協
会

市民アーチェリー場の貸出業務（アーチェリー場の開閉、使用
料の徴収）及びアーチェリー技術の指導を長崎市アーチェリー
協会へ委託。

長崎市体育協会加盟団体である長崎市アーチェリー協会は、
アーチェリー場利用者の安全確保のために必要な監視のノウ
ハウを有し、技術指導及び安全マナー・ルール等の指導を行
える技術を有する団体であり、円滑な貸出業務を行うことがで
きた。

2,703

5 市民生活部 2326
スポーツ振興
課

スポーツ開放業務委託 委託
各小学校スポーツ開放
運営協議会及び各中学
校スポーツ開放管理員

社会体育振興のために、長崎市立学校の体育施設を学校に
支障のない範囲で開放し、開放に係る事務については、地域
及び学校関係者で構成される各小学校スポーツ開放運営協
議会又は各中学校スポーツ開放管理員に委託。

地域の事情に精通し、また、地域住民との密接なつながりを
有しているスポーツ推進委員等で構成される各学校スポーツ
開放運営協議会及び各学校スポーツ開放管理員に委託する
ことで、円滑な開放を行うことができた。

8,420

6 市民生活部 2326
スポーツ振興
課

長崎商業高等学校開放用トイ
レ清掃業務委託

委託
公益社団法人長崎シル
バー人材センター

長崎商業高等学校体育施設の開放用トイレの清掃を委託。
（H23年度までは個人へ委託）

シルバー人材センターへ委託することにより、市内に在住する
高齢者の雇用機会を創出することができ、また、施設の維持
管理に係る経費の削減につながった。

49

7 市民生活部 2390 もみじ谷葬斎場
葬具の保管管理及び霊柩自
動車の洗車業務委託

委託 高島町自治会連合会
高島町における葬具の保管管理業務及び霊柩自動車の洗車
業務を委託

離島内での業務であり、当該地域の自治会へ委託することに
より、円滑な業務の履行が確保できた。

140

8 市民生活部 2322
人権男女共同
参画室

長崎市女性つながりサポート
事業業務委託

委託
社会福祉法人　長崎市
社会福祉協議会

「地域女性活躍推進交付金　つながりサポート型」を活用し、
コロナ禍において孤独・孤立により困難や不安を抱える女性
が、社会との絆・つながりを回復することができるよう、支援を
行うもの。

電話及び来所相談を通じて、女性が抱える様々な問題に対す
るアドバイス・助言等が行われ、困難や不安解消に繋がって
いる。

9,951

9 原爆被爆対策部 2814 被爆継承課 保存整備活動費 委託
公益財団法人長崎平和
推進協会

平成25～28年度に収集した米国国立公文書館原爆資料の公
開・活用に向けて被爆写真の専門家に依頼し、収集した写真
の検証と説明文を付ける委託を行う。

団体の持つ写真検証のノウハウを活かし、効率的に詳細な説
明文を作成することができている。

1,570

10 原爆被爆対策部 2814 被爆継承課 県外原爆・平和展開催費 委託
公益財団法人長崎平和
推進協会

長崎県外の人々に原爆の悲惨さ、平和の尊さを伝えるため、
県外の都市や大学で原爆・平和展を開催する。

被爆体験の次世代継承について、協会が蓄積している継承
の知識や経験を活かし、効果的に事業を実施できている。

4,023

11 原爆被爆対策部 2814 被爆継承課 青少年ピースフォーラム費 委託
公益財団法人長崎平和
推進協会

8月9日の平和祈念式典にあわせて、全国の自治体が派遣す
る平和使節団の青少年と長崎の青少年が一緒に被爆の実相
や平和の尊さを学習し、交流を深めることで平和意識の高揚
を図る。

被爆体験の次世代継承について、協会が蓄積している継承
の知識や経験を活かし、効果的に事業を実施できている。

2,404
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12 原爆被爆対策部 2814 被爆継承課 青少年平和交流費 委託
公益財団法人長崎平和
推進協会

長崎の被爆の実相や長崎以外の戦争被害について学び、現
地で被爆の実相を伝える活動を行うとともに、地元の学生との
交流を行うことにより、平和意識の高揚を図る。

被爆体験の次世代継承について、協会が蓄積している継承
の知識や経験を活かし、効果的に事業を実施できている。

2,030

13 原爆被爆対策部 2814 被爆継承課
青少年ピースボランティア育
成費

委託
公益財団法人長崎平和
推進協会

青少年が被爆の実相や戦争について学び、さまざまな視点か
ら平和について考え、行動することにより、被爆体験の継承と
平和意識の高揚を図る。

被爆体験の次世代継承について、協会が蓄積している継承
の知識や経験を活かし、効果的に事業を実施できている。

4,754

14 原爆被爆対策部 2814 被爆継承課
語り継ぐ被爆体験（家族・交流
証言）推進費

委託
公益財団法人長崎平和
推進協会

被爆者の被爆体験を語り継ぐ「家族・交流証言者」を育成・支
援し、講話会等に派遣することで、被爆体験の次世代の語り
部への継承を推進する。

被爆体験の次世代継承について、協会が蓄積している継承
の知識や経験を活かし、効果的に事業を実施できている。

8,863

15 原爆被爆対策部 2814 被爆継承課 平和学習活動費 委託
公益財団法人長崎平和
推進協会

長崎市内の中学生が一堂に会し、日頃取り組んでいる平和学
習の成果などの発表をとおして、各学校における生徒の平和
の取り組みを発展させる機会とする。

被爆体験の次世代継承について、協会が蓄積している継承
の知識や経験を活かし、効果的に事業を実施できている。

575

16 福祉部 3114
高齢者すこや
か支援課

高島地区高齢者ふれあいサ
ロン運営費

委託 長崎市設高島市場組合
高島地区において、高齢者の健康増進、介護予防及び教養
の向上の場として開設している高齢者ふれあいサロン（施設）
の管理・運営を委託。（H23.12.1開設）

高島地区の高齢者の健康増進、介護予防及び教養の向上に
つながった。

678

17 福祉部 3114
高齢者すこや
か支援課

生活・介護支援サポーター事
業（高齢者ふれあいサロンサ
ポーター養成講座）委託

委託
NPO法人環境保全教育
研究所

目的
地域の高齢者の個別の生活ニーズに応える仕組みを安定
的・継続的に構築するため、市民の主体性に基づき運営され
る高齢者ふれあいサロン等の担い手として生活・介護支援サ
ポーターを養成し、地域で高齢者の生活を支えるシステムを
構築することを目的とする。
内容
１　概ね20時間の講義及び実習を行う。
２　市内5箇所（住民からの要望がある地域または高齢者の健
康づくりのために必要と判断した地域）で行う。
Ｈ23、24は社会福祉法人平成会、Ｈ25、26、27、28、29は社会
福祉法人長崎市社会福祉協議会、H30は長崎市地域包括支
援センター連絡協議会、R1、2、3はNPO法人環境保全教育研
究所に委託

団体が持つ経験や情報を活かし、生活・介護支援サポーター
事業（高齢者ふれあいサロンサポーター養成講座）の実施を
円滑に行えた。

2,764

18 福祉部 3114
高齢者すこや
か支援課

介護予防普及啓発事業
（「長く元気で」応援事業委託）

委託
ながさきダンカーズ倶楽
部

おおむね55歳から65歳までの現役世代を対象に、高齢期を迎
える前から、退職後のセカンドトライフの準備ができるよう「出
前セミナー」、「市民向け講座」及び「イベント」を開催し、定年
後「医療や介護を必要としない元気で活躍する生涯現役の
方」を増やすための普及啓発を図る。
R2年度は市民自ら人生100年時代のライフプランを見据えた
健康づくりや介護予防等に努め、長く元気で生きがいを持って
地域や社会で活動する高齢者を増やすことを目的に、セカン
ドライフガイドブック「50代から考えよう　自分らしい生きが
い！」を発行。
R３年度は、セカンドライフガイドブックを基礎とした普及啓発
のための映像を制作。

団体が持つ経験や情報、人的ネットワークを活かし、「長く元
気で」応援事業の実施を円滑に行えた。

737
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19 福祉部 3118 障害福祉課 ピアサポーター養成費 委託
特定非営利活動法人
長崎のぞみ会

自らの障害・疾病の経験を持ち、その経験を活かしながら、障
害者のための支援を行うピアサポーターを養成し、精神障害
者の社会参加促進及び福祉事業所等への雇用に繋げる取り
組みを進める。

全9回の養成講座を開催し、24名の養成講座修了者を福祉事
業所等への雇用に繋げるための周知啓発活動を行うことがで
きた。

1,895

20 福祉部 3118 障害福祉課 手話通訳者養成事業 委託
一般社団法人長崎県ろ
うあ協会長崎支部

聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有する者に、手話等の
指導を行い、手話通訳者を養成する。

手話通訳を必要とする難聴者の福祉に理解があり精通してい
る同相手方に委託することにより、手話通訳者養成講座を円
滑に開催することができた。

1,848

21 福祉部 3118 障害福祉課 要約筆記者養成事業 委託
長崎市要約筆記会なご
み

聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有する者に、要約筆記
等の指導を行い、要約筆記者を養成する。

要約筆記を必要とする難聴者の福祉に理解があり精通してい
る同相手方に委託することにより、要約筆記者養成講座を円
滑に開催することができた。

1,779

22 福祉部 3118 障害福祉課 要約筆記者派遣事業 委託
長崎市要約筆記会なご
み

聴覚障害者等が公的機関又は医療機関等に行くことが必要
なとき、適当な付添人が得られないため円滑な意思の疎通に
支障がある場合に要約筆記者を派遣。

要約筆記を必要とする難聴者の福祉に理解があり精通してい
る同相手方に委託することにより、要約筆記者派遣事業を円
滑に行うことができた。

651

23 福祉部 3118 障害福祉課
手話講師中学校派遣業務委
託

委託
一般社団法人長崎県ろ
うあ協会

手話への理解促進のために中学生や各地域を対象とした手
話に関する講座を、講師派遣のうえ開催する。

手話通訳を必要とする難聴者の福祉に理解があり精通してい
る同相手方に委託することにより、中学校への手話講師派遣
業務を円滑に実施することができた。

236

24 福祉部 3118 障害福祉課
長崎市障害者相談員業務委
託事業

委託

身体障害者相談員17名
知的障害者相談員 4名
精神障害者相談員 1名
計　22名

障害当事者や障害者の家族を障害者相談員として任命し、障
害のある者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとと
もに、障害者の地域活動の推進、関係機関の業務に対する協
力、及び障害のある者に関する援護思想の普及等障害のあ
る者の福祉の増進を図る。

身体、知的、精神それぞれの障害を有した当事者を相談員に
任命することで、日常生活におけるより身近な相談を行うこと
ができた。

531

25 福祉部 3118 障害福祉課 授産製品販売促進費 委託
チャレンジド・ショップは
あと屋運営協議会

長崎市内の商店街に障害福祉サービス事業所等の製品の販
売を行うための店舗を開設し、製品を販売し、それに併せて人
気製品の傾向や効果的な販売方法などの調査・分析を行い、
その結果を施設等に情報提供することにより、各施設等の製
品開発・販売力の向上を図る。

授産製品等に精通している同相手方に委託し、関係機関・団
体等が連携することにより、仕事の安定確保を図ることがで
き、授産製品の認知度を上げること、また障害者の工賃の増
額につながった。

12,144

26 福祉部 3149
地域包括ケア
システム推進
室

生活支援体制整備事業（地域
ささえあいボランティア養成講
座）業務委託

委託 社会福祉法人　平成会

高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、
地域での支え合いの体制を構築するため、高齢者の在宅生
活を支援するボランティア活動の担い手として地域ささえあい
ボランティアを養成し、高齢者の生活支援・介護予防サービス
の充実を図るとともに、高齢者自身も担い手として社会参加す
ることにより、介護予防の促進を図ることを目的とする。

団体が持つ経験や情報を活かし、地域ささえあいボランティア
養成講座の実施を円滑に行うことができる。

1,680

27 市民健康部 3338
動物愛護管理
センター

日常清掃業務委託 委託
公益社団法人長崎シル
バー人材センター

動物愛護管理センター庁舎内の日常清掃業務を委託。
長崎シルバー人材センターが持つ、長年の経験とノウハウに
より、職場環境がより清潔に保たれるようになった。

883

28 市民健康部 3354 野母崎診療所 野母崎診療所管理業務委託 委託
公益社団法人長崎シル
バー人材センター

夜間、土日祝日における施設の管理について委託。
（電話対応、施錠等）

シルバー人材センターへ委託することにより、市内に在住する
高齢者の雇用機会を創出することができ、また、管理運営を
円滑に行うことができた。

2,910
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29 市民健康部 3338
動物愛護管理
センター

狂犬病予防集合注射 委託
公益社団法人長崎県獣
医師会

 発症するとほぼ100％死に至り、全世界で毎年5万人以上の
者が死亡している人獣共通感染症である狂犬病のまん延防
止及び発生予防のため、狂犬病予防法及び厚生事務次官通
知に基づき実施する定期集合狂犬病予防注射（通称、狂犬病
予防集合注射）について、公益社団法人長崎県獣医師会に委
託し、市との共同で、双方協議のうえ、狂犬病予防集合注射
を実施する。
市と獣医師会と協議のうえ実施計画を定め、広報及び犬の飼
い主への通知、狂犬病予防集合注射会場の会場設営及び受
付、注射済票の交付を市が担い、犬への予防注射を獣医師
会が派遣する開業獣医師が行う。
例年、市内127か所の注射会場、延べ31日間の日程で、実施
している。

県獣医師会との協働により、注射会場で予防注射と注射済票
の交付が同時に受けられるため、遠くの動物病院へ飼い犬を
連れて行く負担が減り、法定義務である狂犬病予防注射の接
種率の維持に寄与している。

2,791

30 市民健康部 3338
動物愛護管理
センター

犬の鑑札・狂犬病予防注射済
票交付事務委託

委託
市内の動物病院（開業
獣医師20人）

犬の飼い主の利便性向上のため、市内の動物動物病院で狂
犬病予防法に定める犬の登録と鑑札の交付、狂犬病予防注
射を受けた際の狂犬病予防注射済票の交付が受けられるよ
うにする。
また、これらを行うことで狂犬病予防注射の接種の促進を図
る。

犬の登録、狂犬病予防注射済票の事務を行う動物愛護管理
センターに来なくても、かかりつけの動物病院や近隣の動物
病院で、犬の登録と鑑札交付、狂犬病予防注射を受けた際の
注射済票の交付が受けられるようになり、動物病院での犬の
登録受付、狂犬病予防注射が増加し、市民の利便性の向上
が図られている。
また、動物愛護管理センターの事務の軽減、効率化につな
がっている。

524

31 市民健康部 3322 生活衛生課
食品営業許可申請受付等
業務委託

委託 長崎市食品衛生協会

食品営業許可業務について、調査や許可等の業務を除
く、申請受付、手数料徴収事務等の業務を委託すること
で、申請者の利便性向上及び業務の効率化を図り、連
携して食品衛生を推進する。

食品事業者の自主的な衛生管理を促進し、食品衛生の
向上に繋がった。

2,306

32 こども部 3415
子育てサポート
課

ファミリー・サポート・センター
運営費

委託
・長崎市社会福祉協議
会
・長崎市保育会

地域において、子育ての援助を受けたい人及び援助を行いた
い人が会員となり、お互いに地域で助け合いながら子育てを
行う組織である「ファミリー・サポート・センターながさき」を設置
し、仕事と育児の両立などの環境整備及び児童福祉の向上を
図る。

子育ての援助を受けたい人と援助をしたい人をマッチングする
仕組みをつくることで、仕事と育児の両立などの環境整備及
び児童福祉の向上が図られた。

8,520

33 こども部 3415
子育てサポート
課

いじめ防止子どもワークショッ
プ

委託
特定非営利活動法人
子どもの人権アクション
長崎

小中学生を対象に、いじめについての基礎知識や問題性に気
づくこと、いじめを解消するような行動をとれるようになることを
目標とし、いじめの状態を疑似体験するプログラムの実施を
委託。

プログラムを実施することで、いじめについての理解を深める
ことができた。

155

34 こども部 3415
子育てサポート
課

子育て短期支援事業 委託

・社会福祉法人南山手
会　児童養護施設　マリ
ア園
・社会福祉法人うみのほ
し会　児童養護施設　浦
上養育院
・社会福祉法人明星会
児童養護施設　明星園
・社会福祉法人香月福
祉会　西山台保育園
・社会福祉法人　光と緑
の園

児童を養育している家庭の保護者が疾病等の事由や仕事等
の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的
に困難となった場合に、児童福祉施設において一定期間、そ
の児童の養育等を行うことにより、これらの児童及びその家庭
の福祉の向上を図る。

「育児疲れ」「保護者の体調不良」という理由での利用が多
い。精神疾患や、精神的な体調不良を抱えている保護者も多
く、一時的に預ける施設があることで体調や心身のバランスを
整えることができ、虐待防止の側面を担うことができている。
また、仕事や出産を理由に利用される方もおり、家庭生活の
安定を担うこともできている。

1,440
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35 こども部 3411 こども政策課
ひとり親家庭等自立促進セン
ター事業

委託
一般社団法人　ひとり親
家庭福祉会ながさき

ひとり親家庭等の就業等による自立を促進するため、一貫し
た就業支援サービスを提供するとともに、養育費の相談など、
専門家による相談体制の整備等、総合的な支援を行う。

事業の相手方は母子・父子福祉団体であり、ひとり親家庭等
が抱える就業を含めた生活問題について同じ視線（立場）から
の支援が行えており、支援対象者も安心して相談ができる。

3,598

36 こども部 3410 子育て支援課
切れ目のない子育て支援環
境整備事業

委託
一般社団法人
トムテのおもちゃ箱

初めての出産を控えた妊婦を対象に、子育ての孤立化を防止
するとともに、、必要な時期に必要な支援が受けられるよう
に、子育て支援に関する情報提供や様々な支援サービスにつ
なげるために、プレママ交流会を実施する。

子育て支援の実績のある団体が実施することにより、既存の
利用できる様々な支援・サービスに効果的につなぐことができ
る。

437

37 こども部 3415
子育てサポート
課

乳児全戸家庭訪問事業 委託
長崎市民生委員児童委
員協議会

生後４か月までの乳児のいる全世帯を対象に民生委員・児童
委員協議会に委託し、訪問を実施し、子育てに関する情報の
提供や養育環境等の把握を行うことで、乳児の健全な養育環
境の確保を図る。

民生委員、児童委員が訪問することで地域の子育て情報の
提供ができ、地域の実情に応じた支援ができている。

1,205

38 こども部 3415
子育てサポート
課

母子保健訪問指導 委託 長崎県助産師会
訪問希望のあった妊産婦、新生児に対し、委託助産師が家庭
訪問し、育児指導を行う。

妊娠期から、継続した相談対応、保健指導を行うことで妊産婦
の不安軽減につながっている。また、この事業からハイリスク
者もひろうことが出来、フォローが必要なケースへの支援につ
ながっている。

2,720

39 こども部 3415
子育てサポート
課

長崎市産前産後支援事業（相
談支援）

委託 長崎県助産師会
妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関
する様々な悩みに円滑に対応するため、専門的な見地から相
談支援を実施する。

ハイリスク者の早期発見及びフォローが必要なケースへの支
援につながっている。また、専門的な判断と技術に基づき必要
な保健指導を実施することで、妊産婦が安心して出産・子育て
ができる。

1,028

40 こども部 3438 幼児課
長崎市立保育所（認定こども
園）給食調理業務委託

委託

一般社団法人　長崎市
ひとり親家庭福祉会な
がさき
（株）ほんだコーポレー
ション

市立保育所及び市立認定こども園の給食の調理業務を委
託。

各団体が持つ経験等を活かすことで、市立保育所及び市立
認定こども園に入所する児童へ安全・安心な食事の提供を行
うことができた。

63,957

41 こども部 3438 幼児課 認定こども園清掃等業務委託 委託
公益社団法人長崎シル
バー人材センター

市立認定こども園の清掃業務等を委託。
団体が持つ経験等を活かすことで、市立認定こども園に入所
する児童の安全・安心な保育環境が保たれた。

3,106

42 こども部 3442 こどもみらい課
長崎市放課後子ども教室運営
業務委託

委託
仁田佐古小学校区子ど
もを守るネットワーク
他36箇所

放課後や週末等に小学校等を使用し、主に小学生を対象とし
て、勉強、スポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の
取組みを行う放課後子ども教室の運営を社会教育団体等に
委託。

すべての児童が放課後等にさまざまな体験や活動ができる場
として、放課後子ども教室を地元の現状を知る団体と協働で
実施することで、放課後等を安全・安心に過ごせる居場所を
確保することができ、充実した環境のなかで健やかに成長す
ることにつながった。

7,167

43 こども部 3442 こどもみらい課
長崎市放課後子ども教室運営
業務委託

委託
古賀小学校区子どもを
守るネットワーク

放課後や週末等に小学校等を使用し、主に小学生を対象とし
て、勉強、スポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の
取組みを行う放課後子ども教室の運営を社会教育団体等に
委託。

すべての児童が放課後等にさまざまな体験や活動ができる場
として、放課後子ども教室を地元の現状を知る団体と協働で
実施することで、放課後等を安全・安心に過ごせる居場所を
確保することができ、充実した環境のなかで健やかに成長す
ることにつながった。

80

44 こども部 3442 こどもみらい課
長崎市放課後子ども教室運営
業務委託

委託 諏訪小学校育成会

放課後や週末等に小学校等を使用し、主に小学生を対象とし
て、勉強、スポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の
取組みを行う放課後子ども教室の運営を社会教育団体等に
委託。

すべての児童が放課後等にさまざまな体験や活動ができる場
として、放課後子ども教室を地元の現状を知る団体と協働で
実施することで、放課後等を安全・安心に過ごせる居場所を
確保することができ、充実した環境のなかで健やかに成長す
ることにつながった。

89
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45 こども部 3442 こどもみらい課
長崎市放課後子ども教室運営
業務委託

委託
山里小学校区青少年育
成協議会

放課後や週末等に小学校等を使用し、主に小学生を対象とし
て、勉強、スポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の
取組みを行う放課後子ども教室の運営を社会教育団体等に
委託。

すべての児童が放課後等にさまざまな体験や活動ができる場
として、放課後子ども教室を地元の現状を知る団体と協働で
実施することで、放課後等を安全・安心に過ごせる居場所を
確保することができ、充実した環境のなかで健やかに成長す
ることにつながった。

3

46 こども部 3442 こどもみらい課
長崎市放課後子ども教室運営
業務委託

委託
畝刈小学校区放課後子
ども教室実行委員会

放課後や週末等に小学校等を使用し、主に小学生を対象とし
て、勉強、スポーツ、文化活動、地域住民との交流活動等の
取組みを行う放課後子ども教室の運営を社会教育団体等に
委託。

すべての児童が放課後等にさまざまな体験や活動ができる場
として、放課後子ども教室を地元の現状を知る団体と協働で
実施することで、放課後等を安全・安心に過ごせる居場所を
確保することができ、充実した環境のなかで健やかに成長す
ることにつながった。

220

47 こども部 3415
子育てサポート
課

子どもの見守り強化事業委託 委託
一般社団法人ひとり親
家庭福祉会ながさき

新型コロナウイルス感染症防止対策に伴う不要不急の
外出自粛などで、子どもの状況が把握しにくい中におい
て、虐待のリスクの高まりが懸念されている。このことか
ら、子どもの見守り体制を強化する。

相談等の総合的な支援活動を展開している民間団体と
連携することで、支援が必要な子ども等を早期に発見す
ることができる。

7,115

48 環境部 3713
ゼロカーボンシ
ティ推進室

市民環境活動活性化拠点（サ
ステナプラザながさき）管理運
営業務委託

委託
特定非営利活動法人
環境カウンセリング協会
長崎

市民が気軽に集い、利用できる市民主体の環境活動拠点とし
て「サステナプラザながさき（長崎市地球温暖化防止活動推進
センター）」を開設し、市民の環境行動を活性化する。

市民主体の環境活動の拠点として、幅広い市民の身近な環
境行動を促進し、市民の環境活動の活性化を図った。

8,848

49 環境部 3718 廃棄物対策課 リユース推進事業 委託
サステナプラザながさき
（長崎市地球温暖化防
止活動推進センター）

粗大ごみで出された自転車を最低限乗車できる状態に整備
し、サステナプラザながさきのホームページなどにおいて申込
受付・抽選を行い、ほしい方に譲渡する取組みを行う。（展示・
受渡は西工場）

リユース（再利用）することで、三京クリーンランド最終処分場
の延命化を図るとともに、市民のリユース意識の醸成を図る。
併せて、「サステナプラザながさき」を運営拠点にすることで、
「サステナプラザながさき」の周知を図り、多くの市民に足を運
んでいただき、その他の環境情報にも接することで、環境行動
を始めるきっかけづくりにつなげる。また、広く市民が参画する
活動や、未来を担うこどもたちの活動へ還元していき、市民の
自発的かつ継続的な環境活動を促進する。

0

50 文化観光部 4368 文化財課
野口彌太郎記念美術館受付
及び美術品管理業務委託

委託
特定非営利活動法人長
崎市美術振興会

○野口彌太郎記念美術館の入館料の徴収
○展示作品・資料等の整理
○施設・設備・備品等の監視
○巡視及び安全誘導

受託者は、本市の美術振興を目的として設立された団体であ
り、美術や絵画に精通していることから、本館の施設管理業
務に携わることで、施設での美術の啓発・紹介や地元イベント
への協力など市民と協働した取り組みを実施することができ、
長崎市の美術振興への寄与が期待される。

4,724

51 文化観光部 4368 文化財課
須加五々道美術館受付及び
美術品管理業務委託

委託
特定非営利活動法人長
崎市美術振興会

○須加五々道美術館の入館料の徴収
○展示作品・資料等の監視
○施設・設備・備品等の監視
○巡視及び安全誘導

受託者は、本市の美術振興を目的として設立された団体であ
り、美術や絵画に精通していることから、本館の施設管理業
務に携わることで、施設での美術の啓発・紹介や地元イベント
への協力など市民と協働した取り組みを実施することができ、
長崎市の美術振興への寄与が期待される。

3,005

52 文化観光部 4368 文化財課
中の茶屋（清水崑展示館）受
付及び美術品管理業務委託

委託
特定非営利活動法人長
崎市美術振興会

○中の茶屋の入館料の徴収
○展示作品・資料等の監視
○施設・設備・備品等の監視
○巡視及び安全誘導
○茶室・和室利用者との現場調整

受託者は、本市の美術振興を目的として設立された団体であ
り、美術や絵画に精通していることから、本館の施設管理業
務に携わることで、施設での美術の啓発・紹介や地元イベント
への協力など市民と協働した取り組みを実施することができ、
長崎市の美術振興への寄与が期待される。

3,005

53 文化観光部 4368 文化財課
東山手地区町並み保存セン
ター利用業務委託

委託
東山手地区町並み保存
会

○ 利用団体の利用の受付、使用料の徴収
○ 施設、設備、備品等の監視
○ 巡視及び安全誘導
○ 館内及び周辺敷地の清掃
○ 来館者の応対

町並みに関する展示や来館者への説明を目的に設置された
町並み保存センターの受付業務を、地元住民を中心に結成さ
れた町並み保存会が行うことにより、町並み保存センターの
目的を達成することができる。

2,593
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54 文化観光部 4368 文化財課
南山手地区町並み保存セン
ター利用業務委託

委託
南山手地区町並み保存
会

○ 利用団体の利用の受付、使用料の徴収
○ 施設、設備、備品等の監視
○ 巡視及び安全誘導
○ 館内及び周辺敷地の清掃
○ 来館者の応対

町並みに関する展示や来館者への説明を目的に設置された
町並み保存センターの受付業務を、地元住民を中心に結成さ
れた町並み保存会が行うことにより、町並み保存センターの
目的を達成することができる。

2,593

55 文化観光部 4368 文化財課
長崎（小島）養生所跡資料館
受付等業務委託

委託
特定非営利活動法人長
崎史談会

○ 来館者の受付、案内
○ 施設、設備、備品等の監視
○ 巡視及び安全誘導
○ 館内及び周辺敷地の清掃

受託者は、長崎学などの調査、研究を行い、その成果を公開
し、後世に広く伝えることにより、長崎学の振興と発展に貢献
することを目的とした特定非営利活動団体であり、市民等を対
象とした案内、説明活動において実績があることから、本館の
管理、受付案内業務に携わることで、小島養生所の歴史価値
を広く発信することができる。

2,908

56 まちづくり部 5126
東長崎土地区
画整理事務所

平間中央公園清掃業務委託 委託 平間町自治会 平間中央公園の清掃を地元自治会へ委託。
業務の性質上、地域に精通した平間町自治会へ委託すること
で、円滑な業務の遂行に繋がった。

47

57 まちづくり部 5126
東長崎土地区
画整理事務所

平間中央公園便所清掃業務
委託

委託 平間町自治会 平間中央公園の便所の清掃を地元自治会へ委託。
業務の性質上、地域に精通した平間町自治会へ委託すること
で、円滑な業務の遂行に繋がった。

192

58 まちづくり部 5126
東長崎土地区
画整理事務所

東町一の坪公園清掃業務委
託

委託 馬場自治会 東町一の坪公園の清掃を地元自治会へ委託。
業務の性質上、地域に精通した馬場自治会へ委託すること
で、円滑な業務の遂行に繋がった。

40

59 まちづくり部 5126
東長崎土地区
画整理事務所

平原公園清掃業務委託 委託 平間町自治会 平原公園の清掃を地元自治会へ委託。
業務の性質上、地域に精通した平間町自治会へ委託すること
で、円滑な業務の遂行に繋がった。

42

60 中央総合事務所 5310
中央総合事務
所総務課

長崎市民小ヶ倉プール見回り
点検等業務委託

委託
長崎市民小ヶ倉プール
管理委員会

市民小ヶ倉プールの見回り点検等の業務を市民小ヶ倉プー
ル管理委員会へ委託。

地域に精通した地元自治会を中心とする長崎市民小ケ倉プー
ル管理委員会へ委託をすることで、円滑な開放業務の遂行に
繋がった。

257

61 中央総合事務所 5326・5330
中央総合事務
所地域整備1・2
課

公園維持管理等業務委託 委託
南が丘町自治会他2自
治会

公園の駐車場の鍵の開閉やトイレの清掃を地元自治会へ委
託。

業務の性質上、地域に精通した地元自治会への委託すること
で、円滑な業務の遂行に繋がった。

1,075

62 中央総合事務所 5326・5330
中央総合事務
所地域整備1・2
課

公園駐車場整理業務委託 委託
西坂町中自治会・赤迫
自治会

公園の駐車場の鍵の開閉を地元自治会へ委託。
業務の性質上、地域に精通した地元自治会への委託すること
で、円滑な業務の遂行に繋がった。

963

63 中央総合事務所 5326・5330
中央総合事務
所地域整備1・2
課

公園便所等清掃業務委託 委託
女の都西部自治会他６
９自治会

公園のトイレの清掃を地元自治会へ委託。
業務の性質上、地域に精通した地元自治会への委託すること
で、円滑な業務の遂行に繋がった。

18,348

64 東総合事務所　 5410
東総合事務所
地域福祉課

長崎市民網場プール見回り点
検等業務委託

委託
長崎市民網場プール管
理委員会

市民網場プールの見回り点検等の業務を市民網場プール管
理委員会へ委託。

地域に精通した地元自治会を中心とする長崎市民網場プー
ル管理委員会へ委託をすることで、円滑な開放業務の遂行に
繋がった。

347

65 東総合事務所　 5414 地域整備課
林道加勢首線ほか美化推進
事業

委託
現川川をきれいにしよう
会

林道現川線及び林道加勢首線において、沿線の除草や不法
投棄のごみ収集により、美化推進を図る。併せて、これらの活
動を通して、地域の活性化につなげていくものである。

地元の団体が林道沿線の除草や不法投棄のごみ収集を行う
ことにより、住民の美化意識向上や地域の活性化に繋がって
いる。

473
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66 南総合事務所 5610
南総合事務所
地域福祉課

長崎市深堀体育館開放業務
委託

委託 深堀地区連合自治会
長崎市深堀体育館の開放、施設の点検等を地元自治会に委
託し、市民にスポーツの場を提供。

施設に近い地元自治会に委託することで、円滑な解放等につ
ながり市民へのスポーツの場の提供につながった。
平成29年度は16,248人の利用があり、地元住民を中心に有効
的に活用されている。

912

67 南総合事務所 5610
南総合事務所
地域福祉課

野母崎体育館に係る管理業
務委託

委託 個人
野母崎体育館の管理運営を地元住民に委託し、市民にス
ポーツの場を提供。

施設の近辺に居住し、施設状況及び利用実態に精通している
者に委託することにより、管理運営を円滑に行うことができ
た。

826

68 南総合事務所 5610
南総合事務所
地域福祉課

三和体育館管理業務委託 委託
公益社団法人長崎シル
バー人材センター

三和体育館の管理運営をシルバー人材センターに委託し、市
民にスポーツの場を提供

シルバー人材センターへ委託することにより、市内に在住する
高齢者の雇用機会を創出することができ、また、施設の維持
管理に係る経費の削減につながった。

1,027

69 南総合事務所 5610
南総合事務所
地域福祉課

野母崎ふれあい新港運営費 委託
公益社団法人長崎シル
バー人材センター

高齢者の健康増進及び介護予防を図るために開設している
野母崎ふれあい新港の管理・運営を委託。

野母崎地区の高齢者の健康増進、介護予防につながった。 465

70 南総合事務所 5622
深堀地域セン
ター

深堀ふれあい広場等維持管
理業務委託

委託 深堀地区連合自治会
深堀ふれあい広場及び深堀地域センター駐車場の清掃や維
持管理をを地元自治会へ委託。

地域コミュニティの活性化が期待される。 185

71 南総合事務所 5634
高島地域セン
ター

高島地域センター第一別館開
閉等業務委託

委託 高島町自治会連合会
機械警備導入後の高島地域センター第一別館の開閉業務等
を地元自治会に委託する。

機械警備導入後も施設の利用が従来どおり円滑に行われて
いる。

145

72 北総合事務所 5710
北総合事務所
地域福祉課

長崎市三重体育館貸出業務
委託

委託 三重地区連合自治会
長崎市三重体育館の開放、施設の点検等を地元自治会に委
託し、市民にスポーツの場を提供。

地元連合自治会に委託したことにより、施設貸出を円滑に行
うことができた。

3,928

73 北総合事務所 5710
北総合事務所
地域福祉課

池島開発総合センター管理業
務委託

委託 池島町港自治会

開館日における利用者の受付、施設の施錠・清掃等について
委託。
休館日におけるトイレ解放及び池島炭鉱さるく等の開催に伴う
臨時開館業務について委託。

池島における産業及び社会教育の振興、地域コミニュティ活
動の推進等を図るため設置された施設であり、また池島炭鉱
さるくにおける説明会場としても利用されていることから地域
に精通し地域活性化のために活動している地元自治会に委
託することにより、より良い管理がおこなうことができている。

1,953

74 北総合事務所 5722
外海地域セン
ター

長崎市地域おこし協力隊員事
業（外海地区）業務委託

委託
長崎市地域おこし協力
隊員（外海地区）

　3大都市圏をはじめとする都市地域から地域活動に関心の
ある都市住民を『長崎市地域おこし協力隊員（以下、「隊員」と
いう。）』として公募・決定し、長崎市地域おこし協力隊員事業
（外海地区）業務を隊員個人へ委託。

外海地区の地域の関係機関等との連携・協働により、地区内
の課題等を解決し、地域の振興が図られる。

【外海地区における課題等】
①大中尾棚田の保全や棚田組合が実施する活動支援
②外海地区で開催される地域イベントの支援
③交流人口拡大につながる外海地区の情報発信
④隊員本人が企画し外海地域センターに承認を受けた地域
活動

3,800
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75 北総合事務所 5726
琴海地域セン
ター

長崎市地域おこし協力隊員事
業（琴海地区）業務委託

委託
長崎市地域おこし協力
隊員（琴海地区）

　3大都市圏をはじめとする都市地域から地域活動に関心の
ある都市住民を『長崎市地域おこし協力隊員（以下、「隊員」と
いう。）』として公募・決定し、長崎市地域おこし協力隊員事業
（琴海地区）業務を隊員個人へ委託。

琴海地区の地域の関係機関等との連携・協働により、地区内
の課題等を解決し、地域の振興が図られる。

【琴海地区における課題等】
①地域資源の情報発信
②地域コミュニティの活性化に関する支援
③移住定住希望者の支援

3,838

76 議会事務局 6816 議事調査課
長崎市議会本会議中継手話
通訳業務委託

委託
一般社団法人長崎県ろ
うあ協会

市議会の活動を市民に広く周知するため、各定例会の招集日
及び委員長報告を行う日に議場で手話通訳を実施し、その様
子をケーブルテレビ、インターネットにおいて放送・配信する。

当該協会に手話通訳を委託することにより、手話通訳を必要
とする障害のある方にも、市議会活動の内容を知ってもらうこ
とができている。

720

77 教育総務部 7010 生涯学習課 学習開放業務委託 委託 学習開放運営協議会

社会教育振興のために、長崎市立学校の施設を学校に支障
のない範囲で、特定の教室等を開放しており、管理運営につ
いては、地域、ＰＴＡ及び学校関係者で構成される学習開放運
営協議会へ委託。

委託先を地域、ＰＴＡ及び学校関係者で構成される学習開放
運営協議会とすることで、主に地域住民から構成される利用
団体と近い視点で運営できている。

707

78 上下水道局 8010
上下水道局総
務課

小ヶ倉水園管理業務委託 委託 上戸町上ノ区自治会
長崎水道創設100周年記念広場「小ヶ倉水園」の園内の巡
視、管理、清掃等を地元自治会へ委託。

当該水園は地元還元施設であり、地理的な面からも地域を熟
知する当該自治会と協働し、より目の行き届いた日常的な管
理を行うことが可能となっている。

909

件数 114

事業費総計 252,405


