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1
人権男女共同
参画室

啓発広報費（うちながさき女
性・団体ネットワークにかかる
部分）

共催
ながさき女性・団体ネッ
トワーク

長崎市内の女性団体等で組織する「ながさき女性・団体ネット
ワーク」の会員及び市民に対して、男女共同参画に関する意
識啓発のための講演会を実施。

令和元年度は共催という形では講演会は開催しなかったが、
ネットワークの会議等に市も参加し、市内の女性団体等との男
女共同参画推進に向けた情報の共有が図られた。

30

2 文化振興課 ハンドベル教室 共催
長崎ハンドベルコミュニ
ティー

長崎市が練習場所の確保と受講者募集の周知をし、長崎ハン
ドベルコミュニティーが市民を対象に、ハンドベル教室を実施し
ている。

知識や経験が豊富な講師が質の高い指導を行うことで、習熟
度が高まり、卒業生が新たなハンドベルサークルを設立した
り、既存のサークルに加入するなど、市民の自主的な文化活
動の活性化につながっている。

0

3 文化振興課
ながさきポップス＆ジャズフェ
スティバル

共催
ながさきボップス＆ジャ
ズフェスティバル実行委

員会

吹奏楽部に所属している小中高校生を対象とした、プロのジャ
ズミュージシャンによるレッスンとコンサートを実施。

吹奏楽部に所属している小中高校生を対象とした、プロのジャ
ズミュージシャンによるレッスンとコンサートを実施。
（R2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のためワーク
ショップやセッションは行わず、無観客及び映像収録方式で演
奏のみを行った。）

0

4
スポーツ振興
課

市民体育・レクリエーション祭
開催

共催

公益財団法人長崎市ス
ポーツ協会
長崎市レクリエーション
協議会
一般社団法人長崎県障
害者スポーツ協会

市民総参加のスポーツの祭典として、競技スポーツ（陸上競技
ほか38種目）やレクリエーション種目を実施。

円滑な運営による行事の成功に加え、参加者からの意見を採
り入れることで様々な分野における改善にも成功している。

2,659

5
スポーツ振興
課

長崎新春駅伝開催 共催
公益財団法人長崎市ス
ポーツ協会

市民の健康づくりを目的とし、市スポーツ協会と共催により、長
崎新春駅伝大会（一般、高校、中学、小学生の部）を実施。

本市や各加盟団体との連絡・協力体制が確立されており、実
施予定の競技における準備から運営までを適切に実施するこ
とができた。

14

6 消費者センター
長崎市暮らしの講座　夏休み
こども消費者教室『エコ・クッキ
ング』

共催
西部ガスショールームヒ
ナタ長崎

子どもたちに体験実習を通して賢い消費者としての第一歩を
踏み出してもらうことを目的とし、専門の資格を持つ講師によ
る「エコ・クッキング」を協働で開催。

必要な設備がそろった会場の提供や、専門の講師による対応
など、この事業については市単独での実施は大変困難。協働
することで実施が可能となり、結果参加者にも大変ご好評をい
ただけた。

1

7 平和推進課

被爆75年事業
核兵器が存在することは人間
にとって何を意味するのか？-
コロナ危機の最中に考える-

共催
赤十字国際委員会
（ICRC）
長崎県

8月9日に長崎を拠点として、ジュネーブ、ソウル、ワシントン
D.C.、東京をオンラインでつなぎ、ノーベル平和賞を受賞した
組織（ICAN、ICRC）と、国連の軍縮部門を率いる中満泉氏など
が、核兵器のない世界の構築を世界に訴えるとともに、被爆
体験の継承をテーマに、長崎の被爆者と若者、そして田上市
長がそれぞれの思いを語るイベントを開催し、会議の模様を
ネット配信。

国際機関等との連携により、長崎を拠点に世界をオンラインで
つなぎ、軍縮の専門家などを交えて核兵器のない世界の構築
について発信する機会を得るとともに、長崎から世界に向けて
核兵器廃絶を訴えることができた。

0
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8 平和推進課
核兵器禁止条約発効記念行
事
「核なき世界へスタート！」

共催

　【長崎会場】主催：「ヒ
バクシャ国際署名」をす
すめる長崎県民の会／
共催　長崎市
　【東京会場】主催：ヒバ
クシャ国際署名連絡会、
核兵器廃絶日本ＮＧＯ
連絡会
　【広島会場】主催：広島
被爆者7団体、公益財団
法人広島YMCA、広島
県生活協同組合連合
会、核兵器廃絶をめざ
すヒロシマの会
(HANWA)、NPO法人
ANT-Hiroshima、平和首
長会議（広島平和文化
センター）

核兵器禁止条約発効翌日の１月２３日に、広島・東京・長崎の
3都市をオンラインで繋ぎ、条約発効という記念すべき節目を、
被爆者をはじめとする市民の皆さんと共に祝い、喜びを分かち
合うとともに、核兵器廃絶への新たなスタートとするためのイ
ベントを開催。

他都市の団体を含めて協働により実施することで、核兵器禁
止条約発効を核兵器のない世界につなげるための連帯意識
を高め、発信力が高まった。

0

9 地域保健課 自死遺族分かち合いの会 共催
特定非営利活動法人自
死遺族支援ネットワーク

大切な方を自死（自殺）で亡くされた方を支援するために分か
ち合いの会を開催。

遺族同士の出会いの場を提供し、互いに語り合うことを通し
て、悲嘆や苦しみを分かち合い、精神的安定を図ることで、遺
族の自殺を防止することにつながった。

0

10
動物管理セン
ター

動物愛護フェスタ 共催
公益社団法人長崎県獣
医師会　長崎支部

毎年9月20日から9月26日までの動物愛護週間行事として、例
年、長崎県、長崎市、公益社団法人長崎県獣医師会長崎支部
の主催、市内の動物愛護団体の参加協力、報道機関による後
援、報道機関のうち1社のアナウンサーによる司会進行協力に
より、動物愛護思想の普及及び啓発を図るため、動物愛護週
間期間中に動物愛護フェスタを開催。また、例年、市内の小学
校にチラシやポスターの配布を行い動物愛護に関する普及啓
発活動を行っている。
令和２年度は新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、
集客イベントの開催は中止となったが、動物愛護週間期間
中、県庁１階ロビー及び市役所1階ロビーにおける啓発資料等
の展示等を行った。

動物愛護及び管理に関する関係機関及び動物愛護団体等と
の協働によりイベントを開催。
マスコミの報道等による相乗効果で、動物愛護に関する市民
の意識向上が図れている。

69

11
動物管理セン
ター

狂犬病予防集合注射 共催
公益社団法人長崎県獣
医師会

事業概要 狂犬病予防法の規定する狂犬病予防注射につい
て、市内127か所の臨時注射会場を設け、獣医師と共に巡回
し、集合注射を実施する。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の感染防止のた
め、4/16以降の集合注射が中止となったが、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。

2,686

12 子育て支援課
地域親子のふれあい支援事
業

共催
長崎市民生委員児童委
員協議会
地域の保育所

市内の公民館・ふれあいセンター等を会場に、未就学児とそ
の保護者を対象とした「お遊び教室」を開催し、親子遊びや保
護者同士の交流を促すとともに、保護者の育児負担の軽減を
図る。

保育士だけでなく、地域の民生委員・児童委員等子育て経験
豊富な方々が参加することで、保護者の育児負担の軽減を図
ることができた。
令和2年度　開催箇所及び回数：35箇所、279回
　　　　　　　　参加者数：6,648人

4,399
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13 環境政策課
親子で省エネ実験・施設見学
会

共催
九州電力株式会社長崎
営業所

九州電力株式会社長崎営業所と共同で、小学生及びその保
護者を対象にエネルギーや省エネに関する学習会を開催
九州電力株式会社長崎営業所による座学・実験等
長崎市が環境施設見学

電気や省エネについて専門的な知識を有する九州電力株式
会社長崎営業所と共同して講座を開くことにより、参加者の環
境問題に対する理解の向上や意識の醸成をより効果的に図
ることができる。

2

14
観光交流推進
室

長崎ＭＩＣＥスクール 共催

株式会社ふくおかフィナ
ンシャルグループ
長崎ＭＩＣＥ誘致推進協
議会
長崎ＭＩＣＥ事業者ネット
ワーク

令和3年11月の出島メッセ長崎の開業を見据え、地元事業者
がＭＩＣＥビジネスについて学ぶことで「稼ぐ力」を身につけ、地
元受注拡大に向けたスキルアップを図る。

地元事業者がＭＩＣＥ開催に伴い生まれる様々な業務を受注す
ることで地域経済の活性化につながる。

0

15

観光交流推進
室
交流拠点施設
整備室

出島メッセ長崎開業1年前イベ
ント

共催

一般社団法人長崎国際
観光コンベンション協会
（ＤＭＯ）
長崎ＭＩＣＥ事業者ネット
ワーク

出島メッセ長崎の周知イベントを実施し、地元事業者の開業に
向けた機運醸成を図るとともに、イベント参加者を会場からま
ちなかへ誘導し、回遊性の向上と消費拡大につなげる仕組み
づくりを行う。

出島メッセ長崎に対する事業者の理解を深めることで、開業に
向けた機運が醸成されるとともに、まちなかへの回遊性向上
及び消費拡大を図ることで地域経済の活性化につながる。

1,270

16
水産農林政策
課

長崎「食」の晩餐会 共催
NPO法人 長崎の食文
化を推進する会

長崎ならではの食材の活用及びPR並びに新たな食文化の創
造を目的として、NPO法人長崎の食文化を推進する会と連携
し、季節の旬の食材を使用したフランス料理を市民に親しんで
いただく「長崎『食』の晩餐会」を実施する。
《使用する食材》
【9月】「長崎和牛・出島ばらいろ」
【11月】「長崎和牛・出島ばらいろ」

ＮＰＯと連携し、市民や観光客に長崎ならではの食材の魅力を
伝えることができた。

51

17
水産農林政策
課

「食卓の日」料理教室 共催
西部ガスショールームヒ
ナタ長崎

毎月19日の「食卓の日」に、食卓を囲んだ家族コミュニケーショ
ンの場の創出と地産地消の推進を図るため、西部ガスショー
ルームヒナタ長崎において、長崎産の旬の食材などを使った
料理教室を開催する。

旬の食材や長崎ならではの食材を使った料理教室を開催する
ことで、「食卓の日」や、地産地消のＰＲができた。

90

18 水産振興課 旬の魚イベント拡大支援費 共催 各漁協

市内各地の直売所・朝市等で開催される旬の魚をメインとした
直売イベントや、地元の料理店で旬の魚の料理メニューを一
定期間提供する旬の魚料理フェア、海の体験イベントの開催
を支援することで長崎の魚の認知度向上及び消費拡大、魚価
の安定、地域の活性化を図る。

イベントの広報にかかる費用を助成することで、イベントの周
知が図られ、長崎の魚の知名度向上、消費拡大につながって
いる。

300
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19 地域支援室 地域活性化事業 共催
長崎市市民活動セン
ター「ランタナ」

地域活動を知る機会や参加する機会が少ない世代（20～50
代）を主な対象に、気軽に声を掛け合い交流を生むきっかけづ
くりとして「井戸端パーティー」を実施する。

（市）
　啓発イベントの仕掛けとして、NPOの活動を利用した交流の
場を創出する。市民活動センターがNPOのコーディネートを行
うことにより、事業にあった団体の選定となり市の負担軽減に
つながる。

（市民活動センター）
NPOの活動と市民を繋げたいとの思いは市と同じ。
日頃からNPOの活動を市民が体験する場が少なく、市民活動
センター独自で事業を行っても集客が見込めないが、共催す
ることで体験の場の創出になり、たくさんの市民に見てもらえ
る。

30

20
茂木地域セン
ター

茂木クリーン作戦 共催 茂木愛創会

茂木に住んでいる人、働いている人の仲間づくりと茂木を美し
くきれいなまちにすることを目的に清掃活動を行う。地域セン
ター職員と郵便局長が地域で働いている人や住民に呼びか
け、清掃活動を開始し、団体を立ち上げたもの。

・地域団体や地域住民の親睦と融和が図られた。
・青少年の健全育成につながった。
・住民参加による郷土愛の醸成が高まった。
・ゴミが減り、草刈りが適正に行われることにより環境美化が
図られた。

0

件数 20

事業費総計 11,601


