
№ 担当課 事業名 協働形態 事業の相手方 事業概要 協働による事業の効果 R1決算

1 国際課 長崎県国際交流協会負担金 補助・助成 長崎県国際交流協会
国際交流事業の促進と各種国際交流団体との連携を図るた
め、負担金を支出。

団体が持つ情報や経験を活かすことで、より深い国際交流、
意見交換につながっている。

219

2 国際課
長崎県日中親善協議会負担
金

補助・助成 長崎県日中親善協議会
中国との文化、経済の交流を促進し、日中両国の親善と相互
理解に寄与するため、負担金を支出。

団体が持つ情報や経験を活かすことで、より深い国際交流、
意見交換につながっている。

300

3 国際課 長崎日仏協会負担金 補助・助成 長崎日仏協会
日仏両国の文化交流及び人的交流を行い相互理解と親善に
寄与するため、負担金を支出。

団体が持つ情報や経験を活かすことで、より深い国際交流、
意見交換につながっている。

20

4 国際課
長崎日本ポルトガル協会負担
金

補助・助成
長崎日本ポルトガル協
会

日本・ポルトガル両国の親善を図り、文化的経済的交流に資
するため、負担金を支出。

団体が持つ情報や経験を活かすことで、より深い国際交流、
意見交換につながっている。

5

5 国際課
長崎シンガポール・マレーシア
協会負担金

補助・助成
長崎シンガポール・マ
レーシア協会

長崎とシンガポール、マレーシアとの親善を深め、各分野の交
流を促進し、相互協調と発展を図る。（16年度は長崎シンガ
ポール協会）ため、負担金を支出。

団体が持つ情報や経験を活かすことで、より深い国際交流、
意見交換につながっている。

30

6 国際課 長崎県日韓親善協会負担金 補助・助成 長崎県日韓親善協会
親善訪問団の派遣、関係団体との交流など韓国との友好親善
を推進するため、負担金を支出。

団体が持つ情報や経験を活かすことで、より深い国際交流、
意見交換につながっている。

7

7 国際課
長崎・セントポール姉妹都市
学生交換事業共催費担負金

補助・助成 長崎ロータリークラブ

長崎市とセントポール市の留学生を相互に受け入れ、言語・
文化・慣習を学ばせるとともに、地域社会において市民との友
情を深め両市及び日米両国の親善と相互理解に寄与するた
め、負担金を支出。セントポール市との姉妹都市提携20周年
を記念し、昭和50年から長崎ロータリークラブとの共催で開
始。H11年度からセントポール市ロータリークラブの要望で、隔
年の受入・派遣となる。（受入時に市は費用の1／2を負担。）

団体が持つ情報や経験を活かすことで、より深い国際交流、
意見交換につながっている。

686

8 国際課
長崎・セントポール姉妹都市
委員会負担金

補助・助成
長崎・セントポール姉妹
都市委員会

わが国における海外との最初の姉妹都市であるセントポール
市と長崎市との交流の絆を再認識し、市民レベルでの積極的
な交流を通じて、さらなる両市間の友好親善関係の推進を図
るため、負担金を支出。

団体が持つ情報や経験を活かすことで、より深い国際交流、
意見交換につながっている。

15

9 国際課
外海・ヴォスロール姉妹都市
委員会負担金

補助・助成
長崎外海・ヴォスロール
姉妹都市委員会

ヴォスロールとの親善を図り、平等互志の基礎の上に相互の
精神文化の交流、人的交流を促進し、世界の平和と繁栄に寄
与することを目的とするため、負担金を支出。

団体が持つ情報や経験を活かすことで、より深い国際交流、
意見交換につながっている。

10

補助・助成
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10
長崎創生推進
室

交流の産業化リーディング事
業費

補助・助成
市内に事業所を有する
法人、団体又は個人

民間の「交流の産業化」に資する取組みを支援し、交流の産
業化を加速させていくため、事業を公募し、有識者による審査
を経て補助金を交付する。
・交流の産業化リーディング事業費補助金
  補助率3/4 　年度上限額2,000千円（2ヶ年事業）

様々な事業主体が自主的・主体的に実施する「交流の産業
化」に資する新たな取組みを支援することで、地域経済を活性
化させるとともに、人口減少の克服と地域活力の向上が図ら
れる。

11,002

11
地域コミュニ
ティ推進室

地域コミュニティ推進交付金 補助・助成
各地域コミュニティ連絡
協議会

地域コミュニティ連絡協議会が自らの地区に必要な取組みを
地区全体で話し合い、実行していく取組みを財政的に支援す
ることを目的として、交付金を交付する。
（R1年度実績：13地区、R2年度：27地区予定）

地域の各種団体が連携し、自主的・自立的に地域課題を解決
する取組みが推進される。

28,135

12
地域コミュニ
ティ推進室

地域コミュニティ連絡協議会設
立準備交付金

補助・助成
各地域コミュニティ連絡
協議会設立準備委員会

地域コミュニティ連絡協議会設立準備委員会に対して、まちづ
くり計画策定等にかかる会議費等について支援を行う。
（R1年度実績：20地区、R2年度：26地区予定）

地域コミュニティ連絡協議会の設立促進を図ることができる。 1,178

13 自治振興課
長崎市保健環境自治連合会
補助金

補助・助成
長崎市保健環境自治連
合会

地域組織の充実により地区住民の保健環境及びコミュニティ
の向上を図る。

補助金の交付により、地域の環境美化の向上、住民相互の健
康保持、地域コミュニティの推進及び地域防災力の向上を図
るという長崎市保健環境自治連合会の活動が円滑に実施され
ており、ひいては市民生活の向上につながっている。

5,024

14 自治振興課
長崎県戦没者慰霊奉賛会長
崎市支部補助金

補助・助成
長崎県戦没者慰霊奉賛
会長崎市支部

長崎市戦没者追悼式の開催等に対する支援。
団体の持つ経験、情報、視点などの強みを活かすことで、効果
的に事業が推進できた。

1,586

15 自治振興課 長崎市連合遺族会補助金 補助・助成 長崎市連合遺族会 各地区遺族会の活動支援、戦没者遺族に対する福利厚生。
団体の持つ経験、情報、視点などの強みを活かすことで、効果
的に事業が推進できた。

347

16 自治振興課
長崎県更生保護協会長崎支
部補助金

補助・助成
長崎県更生保護協会長
崎支部

保護司やＢＢＳ等更生保護活動を行っている団体に対する支
援。

団体の持つ経験などの強みを活かし、罪を犯した人の再犯防
止に取り組むことで、安全・安心な市民生活が確保できた。

3,230

17 自治振興課
長崎市防犯協会連合会補助
金

補助・助成 長崎市防犯協会連合会

長崎市及び各地区の防犯協会で構成する長崎市防犯協会連
合会に対して財政支援を行うことで、防犯体制の整備、暴力追
放に向けた取組み及び各地区における地域安全活動の推進
を図る。

地域の防犯活動の活発化 4,979

18 自治振興課
長崎犯罪被害者支援センター
活動支援負担金

補助・助成
公益社団法人長崎犯罪
被害者支援センター

当該団体が行う犯罪被害者及びその家族に対する支援事業
などに対する助成。

犯罪被害者等が必要な支援を受けられる。 314

19 自治振興課
青色回転灯防犯パトロール活
動費補助金

補助・助成
青色回転灯防犯パト
ロール活動団体

防犯ボランティア団体により行われている青色回転灯装備車
によるパトロール活動にかかる経費の一部を支援する。

地域住民の防犯意識の向上 540

補助・助成
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20 自治振興課
長崎市交通安全協会連合会
補助金

補助・助成
長崎市交通安全協会連
合会

交通事故防止、交通マナー高揚のための啓発等、交通安全
全般にわたる長崎市交通安全協会連合会の活動費の一部を
補助。

交通事故防止、交通マナーの向上 1,640

21 自治振興課
長崎市交通安全母の会連合
会補助金

補助・助成
長崎市交通安全母の会
連合会

交通安全思想の普及に関する事業研修会等の開催、交通安
全運動への参加、協力等を実施している交通安全母の会連合
会の活動費を補助。

地域における交通安全活動により子どもや高齢者の交通事故
防止

741

22 自治振興課 交通安全活動助成金 補助・助成 市内各小学校育友会等
市内の小学校の育友会等に対し、児童の交通事故防止のた
めの街頭指導等の交通安全活動費の一部を助成。

ストップマーク、反射材、横断旗など児童の交通安全に直結す
る物品等を調達することで交通事故防止

828

23 自治振興課
交通安全フェスタ開催費補助
金

補助・助成
長崎市交通安全母の会
連合会

安全・安心なまちづくりをより一層推進するため、長崎市交通
安全母の会連合会と交通安全関係団体の協働により、秋の全
国交通安全運動期間中に実施する交通安全についての参加・
体験型イベントの開催費を補助する。

交通安全についての参加・体験型イベンの開催することで交
通ルールや交通マナーの大切さを身をもって学ぶ絶好の機会
となっている。

280

24
市民協働推進
室

市民活動ジャンプ補助金 補助・助成

ながさきDV加害者更生
プログラム研究会
特定非営利活動法人ス
ポーツ&エデュケーショ
ン長崎

1年以上継続して活動している市民活動団体が行う創意あふ
れる個性豊かな長崎のまちづくりに効果的な事業に対する支
援補助。H19年度までは、「市民活動団体まちづくり事業費補
助金」

市民活動団体の活動を拡大･充実させるための事業を支援す
る。

264

25
市民協働推進
室

市民活動人材育成補助金 補助・助成

チャレンジドファミリー長
崎
特定非営利活動法人子
どもの人権アクション長
崎
いろは塾
長崎おもちゃ病院

市民活動団体がその活動を活発にするため、またスキルアッ
プするための研修会等への参加費に対して補助を行う。H20
年度創設。

市民活動団体の会員の資質向上を目指して研修事業に取り
組んでいる。派遣研修(H20年度～)と開催研修(H28年度～)

142

26
市民協働推進
室

長崎伝習所事業 補助・助成 長崎伝習所

市民と行政の協働の場として、長崎を創造、発展させる人材
の育成と施策を生み出す場として実施。
「塾」事業： 毎年度、塾のテーマを募集し、活動する塾のテー
マを決定後、参加者を募集し実施。平成27年度7塾、平成28年
度7塾、平成30年度5塾。令和元年度5塾。
つながり事業：自分新化講座、カタリバ事業

市民と行政の協働で運営する長崎伝習所への補助を行うこと
で、市民主体でまちづくりの調査研究活動を行う「塾」事業や、
まちづくりを担う市民を育成するつながり事業を実施すること
ができた。

4,601

27
人権男女共同
参画室

同和対策補助金 補助・助成
部落解放同盟長崎県連
合会長崎支部

同和問題をはじめとする人権問題の解決と、市民の人権意識
を高める啓発活動を行う当該団体の啓発事業に対し補助す
る。

当該団体の活動を支援することによって、市民の人権意識を
高める啓発活動が滞りなく実施され、本市における人権意識
の高揚に寄与している。

579

28
人権男女共同
参画室

長崎人権擁護委員協議会運
営費補助金

補助・助成
長崎人権擁護委員協議
会

長崎地方法務局管内で、基本的人権を擁護し、自由人権思想
の普及高揚を図るための啓発活動、人権侵犯事件の調査及
び人権相談等を行う当該団体の活動を支援する。

当該団体の活動を支援することによって、人権に関する相談
や人権啓発活動などが滞りなく実施され、本市における人権
擁護及び人権意識の高揚に寄与している。

920

補助・助成
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29 文化振興課 芸術文化活動助成事業 補助・助成 市内各芸術文化団体

本市芸術文化団体が実施する舞台芸術、美術分野における
成果発表・芸術鑑賞・研修会等の各事業で、広く一般市民に
公開するものに対し、予算の範囲内で助成金を交付する。
活動意欲を高め、複数の団体の共同による創造を促すことに
より、市民文化活動の活性化と人材の育成を図る。

各種団体へ助成を行うことで、市民文化活動の活性化につな
がっている。

1,796

30
スポーツ振興
課

長崎市スポーツ協会運営費補
助

補助・助成
公益財団法人長崎市ス
ポーツ協会

長崎市におけるスポーツの普及・振興を図り、競技力向上と市
民の体力向上、健康増進のために、長崎市スポーツ協会の運
営費の一部を補助する。

長崎市スポーツ協会は、長崎市や各競技団体と連携をとりな
がら、競技力向上事業や各種スポーツイベントの実施などの
事業を行っており、設立目的であるスポーツの普及・振興を図
り、もって市民の体力向上と健康増進に寄与することができ
た。

7,941

31
スポーツ振興
課

長崎市スポーツ少年団補助金 補助・助成 長崎市スポーツ少年団
本部長旗（杯）大会、奉仕活動、交流活動及び体力テスト、長
崎市スポーツ少年団の行事開催に要する経費の一部を補助。

全団を対象とした各奉仕・交流活動を支援することにより、地
域とスポーツ少年団組織の連携強化及び交流活動の活性化
の推進が図られた。

455

32
スポーツ振興
課

ジュニアスポーツ競技力向上
対策費補助金

補助・助成
公益財団法人長崎市ス
ポーツ協会

ジュニア層のスポーツ競技力向上を図るため、市スポーツ協
会加盟団体が行う競技力向上対策事業に係る補助金を交
付。

各競技団体によるジュニア層を対象とした強化合同練習、遠
征試合、優秀チーム・指導者招致事業を支援することにより、
ジュニア層の競技力向上が図られた。

15,463

33
スポーツ振興
課

競技力向上対策費補助金 補助・助成
公益財団法人長崎市ス
ポーツ協会

国体種目の競技力向上及びスポーツの普及を図るため補助
金を交付。

各競技団体による強化事業及びスポーツ普及指導事業を支
援することにより、競技力の向上及び各種スポーツの普及・振
興が図られた。

4,862

補助・助成
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34 調査課
原爆死没者慰霊等事業費補
助金

補助・助成

①原爆殉難教え子と教
師の像維持委員会
②長崎県建設産業労働
組合
③国鉄労働組合原爆被
爆者対策協議会
④茂木地区振興協議会
⑤瓊中翠巒会
⑥城山小学校原爆殉難
者慰霊会
⑦長崎原爆殉難者慰霊
奉賛会
⑧特定非営利活動法人
長崎国際文化協会
⑨長崎市婦人会
⑩ながさき8･9平和展企
画委員会
⑪原爆と平和を考える
会
⑫長崎親善人形の会
（瓊子の会）
⑬長崎原爆忌平和祈念
俳句大会実行委員会
⑭御船蔵町上自治会慰
霊碑を守る会

原爆死没者の慰霊等を目的として、市内で実施される事業（慰
霊式典、慰霊碑の建設、死没者を悼む出版物の刊行、死没者
を悼む遺品展、絵画展等各種イベント）に対して補助する。

民間団体が主催する各種行事等を協働で実施することによ
り、原爆死没者の慰霊をするという目的を達成することができ
た。

3,567

35 調査課 被爆者団体補助金 補助・助成

①長崎原爆被災者協議
会
②長崎原爆遺族会補助
金
③長崎県被爆者手帳友
愛会

原爆被爆者の福祉の向上に貢献している団体に補助金を交
付することにより、被爆者福祉の向上を図る。

被爆者の各種相談業務や被爆者援護の充実を求める陳情活
動等を、行っている被爆者団体の運営費を補助することによ
り、被爆者の福祉の向上を図るという目的を達成することがで
きた。

567

36 調査課
長崎・ヒバクシャ医療国際協
力会負担金

補助・助成
長崎・ヒバクシャ医療国際
協力会（NASHIM）

チェルノブイリ等諸外国のヒバクシャ医療従事者の受入研修
や医師等の派遣を実施し、ヒバクシャ医療に国際的な貢献を
する。

在外被爆者及び世界各地で発生している放射線、被曝事故等
による被曝者の救済に繋がった。

5,328

37 平和推進課 長崎平和推進協会補助金 補助・助成
公益財団法人長崎平和
推進協会

核兵器廃絶と世界恒久平和の実現のために、被爆体験の継
承や平和意識の高揚のための事業に官民一体となって取り組
む当該団体に対して補助金を交付。

当該団体と一体となって平和推進事業に取り組むことができ、
情報の共有が可能となっている。

28,210

38
高齢者すこや
か支援課

長崎市老人クラブ連合会補助
金

補助・助成
長崎市老人クラブ連合
会

長崎市老人クラブ連合会の事務局における事務費及び人件
費並びに諸活動に対する補助。
H23から老人社会奉仕団活動費補助金を組入れ

団体が持つ経験や情報などを共有することで、老人クラブ活
動支援が円滑に行えた。

13,122

補助・助成
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39 障害福祉課
盲ろう者向け通訳・介助員養
成事業

補助・助成
長崎県障害者社会参加
推進センター

盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーションの
支援や外出時の移動等を介助する通訳・介助員を養成する。

意思疎通に支障のある障害者の中でも特に配慮が必要であ
る盲ろう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、盲ろう者向け通訳・介助員養成講座を円滑
に開催することができる。

442

40 障害福祉課
盲ろう者向け通訳・介助員派
遣事業

補助・助成
長崎県障害者社会参加
推進センター

盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーションの
支援や外出時の移動等を介助する通訳・介助員を派遣する。

意思疎通に支障のある障害者の中でも特に配慮が必要であ
る盲ろう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、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を円滑
に行うことができる。

614

41 生活衛生課
長崎県生活衛生同業組合協
議会長崎地区協議会補助金

補助・助成
長崎県生活衛生同業組
合協議会長崎地区協議
会

当該協議会が行なう生活衛生関係営業の保健衛生、経営診
断、融資制度等の経営指導、講習会の開催、消費者の苦情等
に関する相談業務等の活動に対する補助。

営業者へ国からの通知の伝達、および営業者の衛生意識の
向上が図れた。

200

42 生活衛生課
食品衛生指導員活動費補助
金

補助・助成 長崎市食品衛生協会
長崎市食品衛生協会に所属する食品衛生指導員が行う自主
的な食品衛生指導や研修事業等に対する補助。

食品事業者の自主的な衛生管理を促進し、食品衛生について
の情報共有を効果的に行うことができた。

1,318

43
動物管理セン
ター

飼い主不明猫不妊化手術費
助成

補助・助成 市民、団体等

野良猫の繁殖を抑制し、猫による生活環境被害の軽減と猫の
殺処分数の減少とともに、動物の愛護と適正な管理を啓発し、
人と猫との共生社会の実現を図るため。
・　対　象：　飼い主のいない野良猫
・　助成費：　自己負担額　2,000円（1頭あたり）
※手術費と自己負担額の差額（助成費）を市から動物病院に
支払う。

動物愛護のボランティア団体の協力を得ることにより、野良猫
の保護、避妊去勢手術、術後の猫の管理などが円滑に進めら
れた。また、飼い主の動物愛護精神が高揚したことにより、野
良猫の繁殖抑制への取り組みが図られた。

4,250

44 子育て支援課 子育て支援センター運営費 補助・助成
長崎いのちを大切にす
る会

育児をしている家庭、特に母親の子育ての負担感や社会から
の孤立感を解消するため、子育て支援センター事業を実施し
ている団体に対して補助。

地域の身近な場所に気軽に利用できる場を設けていること
で、子育て中の保護者の育児負担の軽減が図られた。

5,126

45 子育て支援課 子育て支援センター運営費 補助・助成
特定非営利活動法人総
合生活支援センター
ほっと

育児をしている家庭、特に母親の子育ての負担感や社会から
の孤立感を解消するため、子育て支援センター事業を実施し
ている団体に対して補助。

地域の身近な場所に気軽に利用できる場を設けていること
で、子育て中の保護者の育児負担の軽減が図られた。

5,126

46 子育て支援課 子育て支援センター運営費 補助・助成 社会福祉法人おおぞら
育児をしている家庭、特に母親の子育ての負担感や社会から
の孤立感を解消するため、子育て支援センター事業を実施し
ている団体に対して補助。

地域の身近な場所に気軽に利用できる場を設けていること
で、子育て中の保護者の育児負担の軽減が図られた。

5,616

47 子育て支援課 子育て支援センター運営費 補助・助成
特定非営利活動法人
ワーカーズコープ長崎
支部

育児をしている家庭、特に母親の子育ての負担感や社会から
の孤立感を解消するため、子育て支援センター事業を実施し
ている団体に対して補助。

地域の身近な場所に気軽に利用できる場を設けていること
で、子育て中の保護者の育児負担の軽減が図られた。

5,126

補助・助成
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48 子育て支援課 子育て支援センター運営費 補助・助成
一般社団法人　ひとり親
家庭福祉会ながさき

育児をしている家庭、特に母親の子育ての負担感や社会から
の孤立感を解消するため、子育て支援センター事業を実施し
ている団体に対して補助。

地域の身近な場所に気軽に利用できる場を設けていること
で、子育て中の保護者の育児負担の軽減が図られた。

5,126

49 子育て支援課 子育て支援センター運営費 補助・助成
社会福祉法人聖ヨハネ
会　黒崎聖母保育園

育児をしている家庭、特に母親の子育ての負担感や社会から
の孤立感を解消するため、子育て支援センター事業を実施し
ている団体に対して補助。

地域の身近な場所に気軽に利用できる場を設けていること
で、子育て中の保護者の育児負担の軽減が図られた。

2,000

50 子育て支援課 子育て支援センター運営費 補助・助成
社会福祉法人　アンジュ
の会

育児をしている家庭、特に母親の子育ての負担感や社会から
の孤立感を解消するため、子育て支援センター事業を実施し
ている団体に対して補助。

地域の身近な場所に気軽に利用できる場を設けていること
で、子育て中の保護者の育児負担の軽減が図られた。

2,530

51 子育て支援課 子育て支援センター運営費 補助・助成
土井首中学校区青少年
育成協議会

育児をしている家庭、特に母親の子育ての負担感や社会から
の孤立感を解消するため、子育て支援センター事業を実施し
ている団体に対して補助。

地域の身近な場所に気軽に利用できる場を設けていること
で、子育て中の保護者の育児負担の軽減が図られた。

5,126

52 子育て支援課 子育て支援センター運営費 補助・助成
学校法人聖母の騎士学
園

育児をしている家庭、特に母親の子育ての負担感や社会から
の孤立感を解消するため、子育て支援センター事業を実施し
ている団体に対して補助。

地域の身近な場所に気軽に利用できる場を設けていること
で、子育て中の保護者の育児負担の軽減が図られた。

5,126

53 子育て支援課 子育て支援センター運営費 補助・助成 トムテのおもちゃ箱
育児をしている家庭、特に母親の子育ての負担感や社会から
の孤立感を解消するため、子育て支援センター事業を実施し
ている団体に対して補助。

地域の身近な場所に気軽に利用できる場を設けていること
で、子育て中の保護者の育児負担の軽減が図られた。

5,126

54 子育て支援課 子育て支援センター運営費 補助・助成
社会福祉法人　むつみ
福祉会

育児をしている家庭、特に母親の子育ての負担感や社会から
の孤立感を解消するため、子育て支援センター事業を実施し
ている団体に対して補助。

地域の身近な場所に気軽に利用できる場を設けていること
で、子育て中の保護者の育児負担の軽減が図られた。

55

55 子育て支援課 子育て支援センター運営費 補助・助成
チャレンジドファミリー長
崎

育児をしている家庭、特に母親の子育ての負担感や社会から
の孤立感を解消するため、子育て支援センター事業を実施し
ている団体に対して補助。

地域の身近な場所に気軽に利用できる場を設けていること
で、子育て中の保護者の育児負担の軽減が図られた。

2,530

56 子育て支援課 民間児童館運営費補助金 補助・助成
社会福祉法人　長崎北
保育園

児童に健全な遊びを通して、その心身の健康を増進し情操を
豊かにする児童厚生施設の運営に対して補助。

地域の児童に健全な遊びを提供し、健全な児童の育成が図ら
れた。

4,100

57 幼児課
私立幼稚園協会教職員研修
費補助金

補助・助成 長崎市私立幼稚園協会 長崎市私立幼稚園協会が行う教職員研修事業の補助。
団体が持つ情報等を活かし研修を行うことで、教職員等の資
質向上につながった。

2,041

58 幼児課
長崎市保育会研修費等補助
金

補助・助成
一般社団法人　長崎市
保育会

長崎市保育会が行う民間保育所保育士等の研修事業の補
助。

団体が持つ情報等を活かし研修を行うことで、保育士等の資
質向上につながった。

3,280

補助・助成
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59 こどもみらい課
青少年健全育成活動事業費
補助金

補助・助成
各小・中学校区青少年
育成協議会

地域における青少年育成活動の振興と、非行防止・事故防止
活動を実施。

地域における活動への支援を行うことで、青少年健全育成活
動の振興、非行防止・事故防止活動の充実が図られている。

9,931

60 こどもみらい課
放課後児童健全育成事業費
※放課後児童クラブへの補助
金

補助・助成

放課後児童クラブの運
営団体（運営委員会、社
会福祉法人等）
（R2年4月現在で95クラ
ブ）

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学してい
る児童に対し、授業の終了後に適切な遊びや生活の場を与え
て、その健全な育成を図ることを目的に放課後児童クラブを運
営する団体に対して、補助金の交付等を行い活動を支援す
る。

子どもが安心して生活できる放課後児童クラブ運営が行わ
れ、保護者も安心して就労することができた。

1,344,534

61 こどもみらい課 子どもゆめフェスティバル 補助・助成
長崎市子ども会育成連
合会

地域の子ども会によるブース出店やステージ発表を行い、子
ども会の活性化を図る。企画及び実施について、長崎市子ど
も会育成連合会に支援する。

各子ども会が企画する手作りブースのコーナーを設け、単位
子ども会において子どもたち自らが企画運営を行うことで、創
意工夫の楽しさを味わい、皆で協力することで、子ども会内の
協調性を高めることができた。また、子どもゆめフェスティバル
に参加している他の子ども会の活動を見たり、共に活動したり
することで、子どもたち同士の交流を図ることができた。令和
元年度の参加者数は約1,000名であった。

900

62 こどもみらい課 広報啓発 補助・助成
長崎市青少年育成連絡
協議会

広報紙の発行を通じて、地域の青少年育成協議会の情報の
共有化や活動の活性化を図る。長崎市青少年育成連絡協議
会に支援する。

広報紙「のびゆく長崎っ子」を年２回発行し、地域の青少年育
成協議会や長崎市青少年育成連絡協議会の活動内容を紹介
したことで地域の健全育成活動の周知や啓発につながった。
また、広報紙コンクールを年２回実施したことで、地域の青少
年育成協議会の広報活動の共有化を図るとともに、活動の啓
発につなげた。

450

63 こどもみらい課
広島・長崎子ども会親善交歓
会

補助・助成
長崎市子ども会育成連
合会

世界で初めて被爆を体験した広島・長崎の子どもたちが友情
と親睦を深め、平和への意識を高めるとともに、地域で活動し
ている子ども会のリーダーが、広島・長崎の子どもたちとの親
善交歓会を通じて、互いに連帯感と友情を深めるとともに子ど
も会のリーダーとしての指導力や実践力を身につける。

平成30年度は長崎市にて開催し、長崎団46名、広島団40名の
計86名の参加であった。交歓会の中では資料館見学や被爆
遺構めぐりを行い、被爆都市の子どもたち同士が平和につい
て考えたり、意見交換を行ったりした。また、子ども会のリー
ダーとしての研修を行い、各地域で活動する際のリーダー的な
役割の果たし方や統率の仕方などを学んだ。令和元年度は広
島市において開催し、長崎団36名、広島団47名計83名の参加
であった。

615

64 環境政策課
自然環境保全推進事業
（ホタル発生調査謝礼金）

補助・助成 ながさきホタルの会

自然環境保全の視点から、ホタルを通じた河川浄化の思想の
拡大のため、毎年、市内の河川のうちホタルが飛翔すると思
われる河川において発生調査を行っており、その調査をながさ
きホタルの会にお願いし、謝礼金を支給。

ホタル発生調査の結果をもとに「長崎市ホタルマップ」を作成
し、これをホームページ等で市民に向け情報発信することで、
市民の河川を含めた自然環境保全に対する意識の醸成を図
ることができる。

79

65 廃棄物対策課
リサイクルコミュニティ推進事
業

補助・助成
リサイクル推進員を配置
する各自治会

ごみの分別指導及びごみ減量・リサイクルに関する活動を行う
リサイクル推進員を配置する自治会に対して活動謝礼金を支
給する。

リサイクル推進員を配置する自治会を支援し、地域における
適正なごみの分別・排出にかかる活動を行っていただくことに
より、ごみ減量や資源化の推進に寄与することができた。

36,706

66 廃棄物対策課 資源物回収活動奨励補助金 補助・助成
長崎市に登録している
集団回収団体

古紙類及び古布の集団回収を行う自治会・子供会等の団体に
対し、その活動を支援するため、補助金を支給する。

集団回収活動はごみの減量と分別の徹底、資源の有効活用
に非常に効果的であるとともに、地域コミュニティの創造にも
寄与する。

26,985

補助・助成
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67 廃棄物対策課 資源物回収支援事業 補助・助成
長崎市に登録している
集団回収団体

地域団体の集団回収の促進策として、資源物回収用具（リヤ
カー、一輪車、空き缶用回収用ボックス、保管庫）の譲与を行
う。

資源物回収用具を譲与することにより、集団回収活動をス
ムーズに行える。

1,975

68 商工振興課
長崎水産練り製品ブランド化
支援事業

補助・助成
長崎蒲鉾水産加工業協
同組合

製造業者、商工会議所、関係機関等が協働し、長崎の水産練
り製品製造業の底上げ・売上増や、経済振興を図ることを目
的として、水産練り製品のブランド化による販路拡大、需要
増、食文化の継承等を展開する事業に対し、補助する。

製造業者、商工会議所等の関係団体と連携を図りながら、「長
崎かんぼこ」の魅力発信、認知度向上への取組みに繋がっ
た。

500

69 商工振興課 地域商社育成支援事業 補助・助成
(株)タナカヤ
(株)ジョイフルサンアル
ファ

単独では販路開拓が難しい市内小規模事業者に代わって新
たな販路を開拓し、市内事業者の収益を引き出す「地域商社」
の活動に取り組む企業を３年間継続して支援する。

「地域商社」の取組みにより、市産品の販路拡大及び市内事
業者の売上増につながった。

15,838

70 商工振興課

長崎水産練り製品ブランド化
支援事業
（長崎水産練り製品販売強化
事業補助金）

補助・助成 長崎商工会議所
水産練り製品の販売増を図るため、マーケティング等に関する
専門家の知見を得ながら、効果的な販売戦略の構築、戦略に
沿った実証実験・検証を行う事業に対し補助する。

長崎サミットの推進団体である商工会議所と連携を図ること
で、長崎の水産練り製品製造業の底上げや水産練り製品の
販売額増につなげることができる。

289

71 観光推進課 長崎さるく運営費補助金 補助・助成
一般社団法人長崎国際
観光コンベンション協会

通さるく、学さるく等の「長崎さるく」の実施、ガイド及びガイド手
配等の実施経費を補助。

市民がガイドとして活動し、ガイドとしての誇りやシビックプライ
ドの醸成につながっている。

40,800

72
水産農林政策
課

長崎市地産地消振興公社運
営費補助金

補助・助成
一般財団法人長崎市地
産地消振興公社

農地中間管理事業、人材育成事業及び地産地消振興事業を
通して地産地消運動を展開するための事業を行っている長崎
市地産地消振興公社に補助金を交付する。

農地流動化の促進、農業担い手の育成確保、農水産物直売
所運営等による循環型流通システムの構築等を実施し、総合
的な農業及び地域の発展に寄与している。

13,000

補助・助成
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73 農林振興課 ツーリズム推進事業費補助金 補助・助成

①外海ツーリズム協議
会
②あっと！さ＠琴海
③大中尾棚田保全組合
④野母崎ツーリズム振
興会
⑤ステップUP池島研究
会
⑥やったろうde高島
⑦伊王島加工組合
⑧ちんじんよかＢＹ茂木
⑨笑顔でつなぐ～ツーリ
ズムひがなが～

農林水産業の振興と地域の活性化を目的として、農山漁村地
域における各種体験の受入れ、体験民宿、都市住民と地元住
民との交流イベントなどの事業を行うツーリズム活動団体に補
助金を交付する。

ツーリズム団体の活動支援や体験ガイドブックの配布等によ
るＰＲ、グリーンツーリズム誘客拡大事業によるバスツアー等
の実施、また、団体会員の人材育成や組織強化を図るための
研修会の実施により、体験プログラムへの参加者が増加し、
都市と農山漁村の交流が図られた。

【参考】グリーンツーリズム体験プログラム参加者数
R1：9,210人

4,183

74
まちなか事業
推進室

長崎市まちなか賑わいづくり
活動支援事業

補助・助成 市民や企業、団体等

歴史や文化に加え、商業、観光及び食など、広い分野で地域
の魅力を高める取り組みや、その魅力を発信する取り組みな
ど、まちなかの賑わいを創出する提案事業を募集し、活動の
初動時期を支援することによって、主体的・継続的な取り組み
につなげる。

路地を活用し食と物販の合同でマルシェを行った「銅座路地裏
ナイトマルシェ・路地裏で乾杯！」や、まちなかの出来事などを
カレンダーにまとめて作成した「まちなか365日卓上日めくりカ
レンダーによるワクワクドキドキ発見」など、まちなか賑わいづ
くり活動支援事業により、まちなかにおける新たな魅力の創出
や情報発信を図った。

1,827

75
東総合事務所
地域福祉課

地域活性化事業 補助・助成 実行委員会等

地域の実行委員会等の団体が、東部地区全体を対象とする
新規又は既存事業を実施するための支援を行うもの。
【実施事業】
・第40回少年主張大会記念講演会（Ｒ元年度のみ）
・長崎東部地区夏まつり花火大会

総合事務所管内の活性化や一体感の醸成 1,588

補助・助成
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77 予防課 長崎市婦人防火クラブ補助金 補助・助成 各婦人防火クラブ

家庭を預かり火を取り扱う機会の多い主婦が、火災の予防に
関心を持ち、さらに一旦火災に遭遇した場合の初期消火・通
報・避難等についての知識と技術の習得を図るための活動に
要する経費の一部を補助する。

初期消火・通報・避難等についての知識と技術の習得を図る
ための活動に要する経費の一部を補助することで、より多くの
クラブ員が様々な研修に積極的に参加し地域の防火防災力
向上に貢献している。

5,883

78 予防課 長崎市少年消防クラブ補助金 補助・助成 各少年消防クラブ
少年少女の火災予防知識の習得と健全な育成を図るための
活動に要する経費の一部を補助する。

幼少期からの防火指導は、防火思想の普及啓発に有効であ
り、活動に要する経費の一部を補助することで、より多くのクラ
ブ員が様々な研修に参加するなど、火災の知識の習得、火災
から身を守る能力向上等に貢献している。

251

8,66876

香焼地域セン
ター
伊王島地域セ
ンター
高島地域セン
ター
野母崎地域セ
ンター
三和地域セン
ター
外海地域セン
ター
琴海地域セン
ター

地域コミュニティ支援事業 補助・助成
旧合併７地区の自治会
及び市民活動団体

地域コミュニティの維持と、合併７地区の個性ある地域文化の
継承・発展を目的として、まつり、スポーツ大会、文化イベント
等へ助成するもの。
【対象事業】
①まつり、スポーツ大会、文化イベント等とし、従来から継続し
ている事業②新規事業については、継続事業の代替事業とし
て計画されたもので、地域内の一定規模の参加者が見込める
事業

【伊王島】
　・伊王島夏まつり
　・伊王島文化祭
【高島】
　・高島ふるさとまつり
　・高島地区文化祭
【野母崎】
　・地区民体育祭（3地区）
　・野母崎地区文化祭・芸能発表会
【三和】
　・さんわ夏まつり
　・地区民スポーツ大会（2地区）
　・三和文化協会サマーフェスタ
　・三和文化協会文協フェスタ
【外海】
　・外海ふるさとまつり
　・外海地区体育祭
　・出津・黒崎文化まつり
　　　【Ｒ1年度　新型コロナ感染拡大予防のためイベント中止】
【琴海】
　・琴海ふるさとまつり
　・琴海ロードレース
　　　【R1年度　新型コロナ感染拡大予防のためイベント中止】
　・琴海地区総合体育大会
　・琴海文化協会学習発表会
　・すいとるコンサート

地域住民の連帯、交流が促進され、地域のコミュニティの醸成
図られている。また、市内外からの人との交流により、祭りの
開催地域のみならず、市全体の地域振興、産業振興、観光振
興、文化振興が図られた。

補助・助成
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79 生涯学習課
長崎市町立公民館連絡協議
会運営費補助金

補助・助成 町立公民館連絡協議会

（1）町立公民館相互の情報交換
（2）町立公民館運営の研究調査
（3）町立公民館に関する研究調査
（4）その他目的達成に必要な事業

町立（自治会）公民館同士の情報交換・連携の町立公民館ま
つり、各種研修会を実施することで、学習活動の活性化に繋
がった。

105

80 生涯学習課
青少年のための科学の祭典
補助金

補助・助成
青少年のための科学の
祭典長崎大会実行委員
会

実験、工作及び観察などを直接体験・体感することにより青少
年の科学に対する興味、関心を高めることを目的として実施

大学生や市民団体による知識を活かした内容となっており、多
くの方々の科学に関する知識の啓発が図られた。

600

81 生涯学習課 長崎市PTA連合会補助金 補助・助成 長崎市PTA連合会

各単位PTAの連絡と融和
PTA振興のための調査・研究・発表
成人教育振興のための調査・研究・発表
学校教育・家庭教育・社会教育の推進活動
関係機関への陳情
民主教育の徹底を図る
その他関連事業

単位PTA及びPTA会員の連携が深まり、長崎市PTA連合会の
社会教育団体としての活動が促進された。

928

82 健康教育課
小中学校課外クラブ活動費補
助金

補助・助成
長崎市課外クラブ振興
会連合会

・各学校の課外クラブの必要経費を助成し、児童生徒の体力
向上、文化の振興等に寄与する事業及び、各学校課外クラブ
振興会の連絡と融和を図るとともに、課外クラブに関する研究
と調査を実施し、その振興を図るなど長崎市課外クラブ振興会
連合会の運営に要する経費の一部を補助。

各学校の課外クラブ振興会に対して、活動費の一部を補助す
ることで、保護者の経費負担の軽減も図られ、活動の推進に
つながっている。また各学校の振興会をまとめた連合会では、
講演会や研修会を開催し、課外クラブの振興に努めている。

11,715

件数 118

事業費総計 1,742,141

補助・助成


