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計画の策定にあたって

1．計画策定の趣旨

2．計画の特徴、役割、期間

4．構成

3．計画推進の考え方

●本県はこれまで、「ながさき夢・元気づくりプラン」（平成17年度）、「長崎県総合計画」（平成22年度）等を策定
し、様々な施策を展開してきました。
●その結果、交流の拡大や、産業振興と雇用の確保、安心で快適な暮らしづくりなど、幅広い分野において一定の
成果を上げてきました。一方、人口減少、少子化・高齢化の急速な進行、グローバル化、情報通信技術における高
度情報化の進展や地球規模での環境問題の発生など、本県を取り巻く社会経済情勢は大きく変化しています。

●こうした時代の潮流や本県の課題を的確に捉え、将来を展望しながら新たな視点で長崎県づくりを計画的に
進めていく必要があることから、今後の県政運営の指針や考え方を県民にわかりやすく示した新たな総合計
画を策定することとしました。

●この計画に書かれている私たちが暮らす10年後の長崎県の将来像を実現していくためには、県はもとより、
県民の総力を結集していくことが、何より大切です。

●私たち一人ひとりの力、そして、企業、大学、NPO※、市町や県など、地域社会のあらゆる力を結集しながら、
元気あふれる長崎県の未来を一緒に創っていきましょう。

（1）計画の特徴と役割

●本計画は、10年後の本県の将来像を見据え、5年間の政策の方向性を戦略的に示すものとし、計画期間は
平成28年度から平成32年度までの5年間とします。

（2）計画の期間

県政の基本的な
方向性を示します

計画は県政の基本的な方向性
を示すものとし、産業・環境・福
祉など各分野の計画や事業立
案の基本とします。

2県民の皆さんとともに取り組みます

県民の皆さんや地域、団体、大
学、企業などと連携しながら、総
力を結集して実現に取り組む計
画とします。

3計画推進の仕組みを組み込みます

分かりやすい目標値の設定や成
果の検証の手法、計画の実現に
向けた事業推進の仕組みを組
み込みます。

※NPO〈Nonprofit Organization〉：様々な社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称

計画の策定にあたって

計画実現に向けた基本姿勢

◆計画の基本理念
◆本県の将来像

◆計画の重要指標

◆時代の潮流
◆今後の10年
◆本県の課題
◆本県の強み
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策定の趣旨や計画の特徴、役割等を明らかにします。

今後10年間をめどに長崎県がめざす姿とそれを実現
するための基本的考え方を示します。

計画の方向性を確認するための具体的な指標を掲
げます。

◆政策展開の基本方向 将来像を実現するための政策体系を示します。

長崎県を取り巻く社会経済情勢、今後10年に予定され
ている出来事、本県の課題や強みを明らかにします。

◆基本戦略 将来像の実現に向けた各分野の取組の方向性とそれ
に沿った具体的な取組について示します。

◆政策横断プロジェクト 長崎県の強みを活かした長崎ならではの戦略的な取
組を横断的に展開します。

◆地域別計画 各地域において今後取り組むべき方向性について
示します。

計画の実現に向けて取り組む際の県の基本姿勢に
ついて示します。
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人、産業、地域が輝く
たくましい長崎県づくり
　我が国が本格的な人口減少社会を迎える中、地域間の競争は激しさを増しています。
長崎県が将来にわたって持続的に発展していくためには、県民の総力を結集して、活力
のある、たくましい県を創り上げていくことが必要です。

●

　長崎県は、古くから海外との交流の窓口として栄えてきました。世界各地とのつながり
は本県の大切な財産です。今後は、複数の世界遺産（候補）を擁する本県の特色を最大
限に活かし、経済成長著しいアジア諸国をはじめとする国際社会との交流をさらに拡大
させ、その活力を取り込むことが重要です。

●

　人口減少、少子化・高齢化が急速に進行するとともに、人と人とのつながりが希薄に
なってきています。県民一人ひとりが、様々な分野で生きがいを持って、それぞれの役割
を担って活躍するとともに、家庭、職場、地域などにおいてお互いに助けあい、支えあう
社会を構築することが肝要です。

●

　未来を支える子どもを産み育て、成長した若者が住み慣れた地域で安心して暮らして
いくためには、郷土愛や社会で必要とされる専門スキルを育む教育体制や、安定した所得
を得ることができる力強い産業と良質な雇用の場を創出するとともに、暮らしを支える
社会基盤を整備することが大切です。

●

　この5年間「人が輝く、産業が輝く、地域が輝く長崎県」の実現に向けて種を蒔いてきま
したが、その種は大地に根ざし、芽を出し始めたところです。県民が将来に向けて夢や希望
を持って暮らすことができるよう、これからの5年間は「人、産業、地域が輝く　たくましい
長崎県づくり」に県民の皆さんとともに取り組みます。

実現をめざす5つの将来像
2つの世界遺産※（候補）をはじめとした多様な地域資源により、国内外から
注目され、九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）などの高速交通ネット
ワークを利用して、多くの観光客が訪れる中、経済成長が著しいアジア諸国
をはじめとした国際社会の活力も取り込み、にぎわう長崎県を目指します。

本格的な人口減少、少子化・高齢化社会を迎える中、地域に暮らす県民一人
ひとりが、自助、共助、公助により互いに支えあいながら、いつまでも健康
で、様々な分野でそれぞれの役割を担い、ライフステージ※に応じて活躍で
きる長崎県を目指します。

結婚・妊娠・出産・子育ての希望が実現できる社会の中で生まれた子どもたち
が、変化の激しいグローバル化※社会を生き抜くための確かな学力と豊かな
人間性を身に付け、未来の長崎県の様々な分野で地域を支える人材に育つ
とともに、優秀な人材を求めて県外企業が進出してくる『人財』豊かな長崎県
を目指します。

海洋資源などの強みを活かして、新たな産業が育ち、生産性の向上の取
組などにより、県内企業全体の競争力が強化されるとともに、豊かな自然
の恵みを活かした農林水産業の収益性が向上するなど、様々な産業で所
得が向上し、良質な雇用の場が創出され、若者が定着する長崎県を目指
します。

交流の基盤となる九州新幹線西九州ルートをはじめとした交通ネットワー
クなどの社会基盤が整備されるとともに、安全・安心で快適な生活環境が
確立した長崎県を目指します。

※世界遺産：ユネスコの世界遺産条約に基づいて作成される「世界遺産一覧表」に記載されている物件のことで、「文化遺産」、「自然遺産」、「複合遺産」の
　3種類ある
※ライフステージ：年齢や人生の節目（出生・入学・就職・結婚・出産など）に伴って変化する生活段階のこと
※グローバル化：経済活動や社会活動などが地球規模でつながり、ひろがっていくこと

計画の基本理念と本県の将来像ビジョン

基本理念

交流でにぎわう
長崎県

地域のみんなが
支えあう長崎県

次代を担う『人財』
豊かな長崎県

力強い産業を
創造する長崎県

安心快適な暮らし
広がる長崎県
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　人口減少の急速な進行など本県を取り巻く社会経済情勢は近年大きく変化しており、こうした
「時代の潮流」を的確に捉え、各種施策を展開する必要があります。

時代の潮流（本県を取り巻く社会経済情勢）背  景

（1）人口減少、少子化、高齢化の急速な進行
●我が国の人口は、2010年の1億2,806万人をピークとして減少傾向にあり、いよいよ本格的な人口減少社会に突入
している。
●2025年には1億2,000万人程度に減少し、2048年頃には1億人を割るとの推計がある。
●総人口に占める高齢者の割合は、今後、さらに上昇し、2025年には30%まで上昇すると見込まれている。

●条件不利地域における超高速情報通信ネットワーク環境の整備・確保
●地域経済分析システム（ビッグデータ※）を活用した地域産業の活性化
●サイバー安全対策の推進
●テレワーク※等ＩＣＴを活用した就労形態の促進
●Facebook、LINEなどＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）※を活用した情報提供

政策展開の視点
●地球温暖化防止対策と気候変動への適応策の推進
●資源循環型の社会づくり
●森林や農地の保全
●次世代エネルギー拠点の形成

（2）新興国の経済成長や格安航空会社（LCC）※の普及などのグローバル化

●世界経済は着実に成長の歩みを続け、特にアジアは、2020年代には、最大の経済圏として、世界経済の主役を担うと
見込まれている。

●地域統合、自由貿易協定（ＦＴＡ）※・経済連携協定（ＥＰＡ）※への動きが活発化するとともに、フラット化が進み先進国
から途上国まで、世界が同じ条件で競争する時代になると見込まれている。

●アジア諸国等の発展は、長崎の企業にとってもビジネスチャンスになる。

■ アジア諸国をはじめとした新興国の経済成長

●ＬＣＣの普及など国内と海外を結ぶ交通ネットワークの拡充などにより、国境を越えた人と物の移動が増大している。
●アジアの新興国を中心とした世界的な生活水準の向上等により、日本への外国人旅行者が増加傾向にある。

■ ＬＣＣの普及や新興国の経済成長に伴う国際観光客の増大

●アジアの経済的活力の取込
●海外との物流機能の強化
●企業の海外展開支援
●国際社会で活躍できる人材の育成
●多様化する訪日外国人のニーズに対応した受入環境の整備
●本県観光の魅力の磨き上げと海外市場の特性に応じた誘客・情報発信
●九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）の開業を見据えた魅力あるまちなみの整備
●広域交通拠点からの二次交通体系の整備

※格安航空会社（LCC〈low-costcarrier〉）：機体数や機種の絞り込み、サービスの選択制・有料化を通し、低廉な運賃を前面に打ち出した航空会社
※自由貿易協定（FTA〈Free Trade Agreement〉）：ある国や地域との間で、関税をなくし、モノやサービスの自由な貿易を一層進めることを目的とした協定
※経済連携協定（EPA〈Economic Partnership Agreement〉）：FTAに加えて、幅広い分野を対象として経済上の連携を強化することを目的とした協定

※ソーシャルメディア： ブログなどインターネットを利用して個人間のコミュニケーションを促進するサービスの総称
※ワイヤレス化：「無線化」のことで、通信技術が進歩し、パソコンとプリンタなどの周辺機器の接続などの通信にケーブルを使わず電波や光を使って行うこと
※ビッグデータ：従来のデータベース管理システムなどでは記録や保管、解析が難しいような巨大なデータ群
※テレワーク：IT を活用して、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方
※SNS〈Social Networking Service〉：登録された利用者同士が交流できるインターネット上の会員制サービス
※IPCC〈Intergovernmental Panel on Climate Change〉：気候変化等に関し、科学などの見地から包括的な評価を行うことを目的として設立された組織
※メタンハイドレート：天然ガスの原料であるメタンガスが海底下で氷状に固まっている物質のことで、火を点けると燃えるために「燃える氷」とも呼ばれている

（3）情報通信技術（ICT）における高度情報化の進展
●ＩＣＴは、地球規模で浸透しており、様々な分野での電子商取引が拡大し、日常生活にＩＣＴが浸透してきている。
●情報の伝達は、ソーシャルメディア※の影響力が強まり、インターネット上での情報交換は、世論形成に重要な役
割を果たしている。

●情報通信ネットワーク環境は高速化・ワイヤレス化※が進行している。また、ＩＣＴの進化に伴いデータ量は急速に
増加しており、ビッグデータとなってきている。

●情報資産の価値が高まっており、海外からのサイバー攻撃や不正アクセスによる被害が深刻な問題になっている。
また、ネット依存の問題や、情報技術を活用できる層と活用できない層の間の社会的・経済的な格差も生じている。

（4）地球規模で進む環境問題及び食料・水・資源・エネルギー問題

●地球温暖化やオゾン層の破壊など地球規模の環境問題が人類の未来を脅かす重大な問題となっており、地球環境
保全への意識が強まっている。

●ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）※第5次評価報告書では「温室効果ガスの継続的な排出は、更なる温暖化
と気候システムの長期にわたる変化をもたらし、それにより、人々や生態系にとって深刻で広範囲にわたり元に戻
ることができない影響を生じる可能性が高まる。」とされている。

●日本の温室効果ガス排出量は東日本大震災以降、火力発電割合の増加等に伴い、震災前に比べ増加している。

■ 地球温暖化をはじめとする環境問題

●世界人口の増加、新興国における経済成長や生活水準の向上により、食料、水、資源、エネルギーの需要が増加し
ており、輸入に依存する我が国は、資源の安定確保が懸念される。

●世界的な食料需要量は、増加が予測されるが、供給の面では、気候変動、砂漠化の進行、農地面積の限界などの制約
により、需要に見合う収穫量の増加は困難であり、今後、需給逼迫の傾向が強まることが懸念される。

●エネルギー需給は今後逼迫してくる可能性が高く、再生可能エネルギー、メタンハイドレート※などの埋蔵エネルギー
などの研究と実用化が進んでいくと考えられる。特に、再生可能エネルギーの利用が喫緊の課題になるとともに、
水素を燃料とした燃料電池自動車が実用化されるなど水素エネルギーの活用も進展すると予測される。

■ 世界人口の増加や新興国の経済成長等に起因する食料・水・資源・エネルギー問題

政策展開の視点

●出産や子育てしやすい社会づくり
●女性･高齢者等を活かせる全員参加型社会の実現
●社会減を食い止めるための働く場の確保と移住の促進
●将来の望ましい産業・雇用を見据えた施策の推進
●県内産業を支える人材の育成
●地域活性化の原動力となる創造性に富む人材の育成・確保
●雇用の質（正規職員率、勤務条件、賃金水準等）の向上
●増加する医療・介護需要への対応（健康、介護の産業化）
●地域の実情に応じた医療・介護・福祉サービスの提供体制の整備
●県内産業や暮らしを下支えする社会資本整備
●人口減少社会、少子化・高齢化に対応した社会資本整備

政策展開の視点

政策展開の視点
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　人口減少の急速な進行など本県を取り巻く社会経済情勢は近年大きく変化しており、こうした
「時代の潮流」を的確に捉え、各種施策を展開する必要があります。

時代の潮流（本県を取り巻く社会経済情勢）背  景

（1）人口減少、少子化、高齢化の急速な進行
●我が国の人口は、2010年の1億2,806万人をピークとして減少傾向にあり、いよいよ本格的な人口減少社会に突入
している。
●2025年には1億2,000万人程度に減少し、2048年頃には1億人を割るとの推計がある。
●総人口に占める高齢者の割合は、今後、さらに上昇し、2025年には30%まで上昇すると見込まれている。

●条件不利地域における超高速情報通信ネットワーク環境の整備・確保
●地域経済分析システム（ビッグデータ※）を活用した地域産業の活性化
●サイバー安全対策の推進
●テレワーク※等ＩＣＴを活用した就労形態の促進
●Facebook、LINEなどＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）※を活用した情報提供

政策展開の視点
●地球温暖化防止対策と気候変動への適応策の推進
●資源循環型の社会づくり
●森林や農地の保全
●次世代エネルギー拠点の形成

（2）新興国の経済成長や格安航空会社（LCC）※の普及などのグローバル化

●世界経済は着実に成長の歩みを続け、特にアジアは、2020年代には、最大の経済圏として、世界経済の主役を担うと
見込まれている。

●地域統合、自由貿易協定（ＦＴＡ）※・経済連携協定（ＥＰＡ）※への動きが活発化するとともに、フラット化が進み先進国
から途上国まで、世界が同じ条件で競争する時代になると見込まれている。

●アジア諸国等の発展は、長崎の企業にとってもビジネスチャンスになる。

■ アジア諸国をはじめとした新興国の経済成長

●ＬＣＣの普及など国内と海外を結ぶ交通ネットワークの拡充などにより、国境を越えた人と物の移動が増大している。
●アジアの新興国を中心とした世界的な生活水準の向上等により、日本への外国人旅行者が増加傾向にある。

■ ＬＣＣの普及や新興国の経済成長に伴う国際観光客の増大

●アジアの経済的活力の取込
●海外との物流機能の強化
●企業の海外展開支援
●国際社会で活躍できる人材の育成
●多様化する訪日外国人のニーズに対応した受入環境の整備
●本県観光の魅力の磨き上げと海外市場の特性に応じた誘客・情報発信
●九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）の開業を見据えた魅力あるまちなみの整備
●広域交通拠点からの二次交通体系の整備

※格安航空会社（LCC〈low-costcarrier〉）：機体数や機種の絞り込み、サービスの選択制・有料化を通し、低廉な運賃を前面に打ち出した航空会社
※自由貿易協定（FTA〈Free Trade Agreement〉）：ある国や地域との間で、関税をなくし、モノやサービスの自由な貿易を一層進めることを目的とした協定
※経済連携協定（EPA〈Economic Partnership Agreement〉）：FTAに加えて、幅広い分野を対象として経済上の連携を強化することを目的とした協定

※ソーシャルメディア： ブログなどインターネットを利用して個人間のコミュニケーションを促進するサービスの総称
※ワイヤレス化：「無線化」のことで、通信技術が進歩し、パソコンとプリンタなどの周辺機器の接続などの通信にケーブルを使わず電波や光を使って行うこと
※ビッグデータ：従来のデータベース管理システムなどでは記録や保管、解析が難しいような巨大なデータ群
※テレワーク：IT を活用して、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方
※SNS〈Social Networking Service〉：登録された利用者同士が交流できるインターネット上の会員制サービス
※IPCC〈Intergovernmental Panel on Climate Change〉：気候変化等に関し、科学などの見地から包括的な評価を行うことを目的として設立された組織
※メタンハイドレート：天然ガスの原料であるメタンガスが海底下で氷状に固まっている物質のことで、火を点けると燃えるために「燃える氷」とも呼ばれている

（3）情報通信技術（ICT）における高度情報化の進展
●ＩＣＴは、地球規模で浸透しており、様々な分野での電子商取引が拡大し、日常生活にＩＣＴが浸透してきている。
●情報の伝達は、ソーシャルメディア※の影響力が強まり、インターネット上での情報交換は、世論形成に重要な役
割を果たしている。

●情報通信ネットワーク環境は高速化・ワイヤレス化※が進行している。また、ＩＣＴの進化に伴いデータ量は急速に
増加しており、ビッグデータとなってきている。

●情報資産の価値が高まっており、海外からのサイバー攻撃や不正アクセスによる被害が深刻な問題になっている。
また、ネット依存の問題や、情報技術を活用できる層と活用できない層の間の社会的・経済的な格差も生じている。

（4）地球規模で進む環境問題及び食料・水・資源・エネルギー問題

●地球温暖化やオゾン層の破壊など地球規模の環境問題が人類の未来を脅かす重大な問題となっており、地球環境
保全への意識が強まっている。

●ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）※第5次評価報告書では「温室効果ガスの継続的な排出は、更なる温暖化
と気候システムの長期にわたる変化をもたらし、それにより、人々や生態系にとって深刻で広範囲にわたり元に戻
ることができない影響を生じる可能性が高まる。」とされている。

●日本の温室効果ガス排出量は東日本大震災以降、火力発電割合の増加等に伴い、震災前に比べ増加している。

■ 地球温暖化をはじめとする環境問題

●世界人口の増加、新興国における経済成長や生活水準の向上により、食料、水、資源、エネルギーの需要が増加し
ており、輸入に依存する我が国は、資源の安定確保が懸念される。

●世界的な食料需要量は、増加が予測されるが、供給の面では、気候変動、砂漠化の進行、農地面積の限界などの制約
により、需要に見合う収穫量の増加は困難であり、今後、需給逼迫の傾向が強まることが懸念される。

●エネルギー需給は今後逼迫してくる可能性が高く、再生可能エネルギー、メタンハイドレート※などの埋蔵エネルギー
などの研究と実用化が進んでいくと考えられる。特に、再生可能エネルギーの利用が喫緊の課題になるとともに、
水素を燃料とした燃料電池自動車が実用化されるなど水素エネルギーの活用も進展すると予測される。

■ 世界人口の増加や新興国の経済成長等に起因する食料・水・資源・エネルギー問題

政策展開の視点

●出産や子育てしやすい社会づくり
●女性･高齢者等を活かせる全員参加型社会の実現
●社会減を食い止めるための働く場の確保と移住の促進
●将来の望ましい産業・雇用を見据えた施策の推進
●県内産業を支える人材の育成
●地域活性化の原動力となる創造性に富む人材の育成・確保
●雇用の質（正規職員率、勤務条件、賃金水準等）の向上
●増加する医療・介護需要への対応（健康、介護の産業化）
●地域の実情に応じた医療・介護・福祉サービスの提供体制の整備
●県内産業や暮らしを下支えする社会資本整備
●人口減少社会、少子化・高齢化に対応した社会資本整備

政策展開の視点
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政策展開の視点
●生きがいを持って社会参加できる環境づくり
●ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた支援
●地域コミュニティを再生する人材の育成・確保
●子育てと職業生活を両立できる環境整備
●雇用・福祉などきめの細かいセーフティネットづくり
●コミュニティビジネス※の育成・支援

（5）価値観・ライフスタイルの多様化
●「物の豊かさ（経済的な豊かさ）」だけでなく、「心の豊かさ（精神的な豊かさ）」が重視されるとともに、「集団」より
「自分」の個性を重視する傾向が強まるなど、人々の価値観が多様化している。

●子どもを産み育てながら働きたい女性や、定年後も働き続けたいと考える高齢者が増え、男女や年代を問わず、
仕事と家庭のみならず、地域生活や個人の自己啓発など様々な活動について調和のとれた多様な生き方の実現、
いわゆるワーク・ライフ・バランスの考え方の重要性が高まっている。

●核家族化、少子化・高齢化、都市への人口集中などにより、地域社会が変容し、人と人、人と地域とのつながりが
薄れ、地域コミュニティ※の互助機能の低下や高齢者の孤立化などが社会問題化している。

●ＮＰＯによる活動やボランティア活動、企業のＣＳＲ※活動など、個人や団体による社会貢献活動が、災害支援はもと
より、青少年の健全育成や子育て支援、環境問題など様々な分野で活発化している。

政策展開の視点
●激甚化・多様化する災害等への対応
●各種犯罪や交通事故への対応
●犯罪のない安全・安心なまちづくり
●きめ細かな対応が必要な方々への支援
●高齢者の交通安全対策の推進

●安全で質の高い農林水産物づくり
●流通している食品の計画的な監視・検査
● ＨＡＣＣＰ導入の支援
●公共施設の適切な維持管理の推進

（6）安全･安心に対する意識の高まり
●我が国は世界有数の地震地帯・火山地帯にあり、2011年3月11日に発生した東日本大震災は甚大な被害を及ぼ
した。これに伴う東京電力福島第一原子力発電所においては、地震とその後の津波により、深刻で長期に及ぶ問題
が発生した。

●地球温暖化に伴う気候変動が生じる中、異常気象が極端化しており、ここ数年、局地的豪雨による洪水や土砂災害
が頻発し、多くの犠牲者が出るなど、甚大な被害をもたらしており、今後も、激化する大雨や渇水などの自然災害に
対する警戒と備えが必要である。

●2012年12月の中央自動車道笹子トンネルの天井板崩落事故を踏まえ、老朽化するインフラ※施設の今後につい
て住民の不安や意識が高まっている。

●我が国の刑法犯の認知件数は減少しているが、子どもや女性、高齢者など、社会的に弱い立場にある人が被害者と
なる事件が後を絶たない。また、社会的に関心が高い重大事件も発生している。さらに、交通事故については、件数・
死傷者数ともに減少傾向にあるが、交通事故死者数のうち半数以上を高齢者が占めている。

●消費生活を取り巻く状況は複雑化・多様化しており、悪質業者による高齢者等の消費者被害が数多く発生すると
ともに、産地等の偽装表示や食品事故などの食品の安全・安心を脅かす問題が発生している。

●食品の製造（食肉生産を含む）又は加工における衛生管理の手法として、ＨＡＣＣＰ※に基づく衛生管理（方式）が
国際的な標準になりつつある。

※地域コミュニティ：住民の身近な生活圏。住民の活動を主たる対象とし、活動に応じて町内会、自治会、校区等様々な範囲が想定される
※CSR〈Corporate Social Responsibility〉：企業の社会的責任
※コミュニティビジネス：地域住民が主体となって、地域特有の課題解決のためにビジネスの手法で取り組むもの
※インフラ：インフラストラクチャーの略。道路・港湾・河川・鉄道・情報通信基盤・下水道・学校・病院・公園など、経済・生産基盤を形成するものの総称
※HACCP〈Hazard Analysis and Critical Control Point〉：危害に繋がる特に重要な工程を継続的に監視･記録する衛生管理手法

※高規格幹線道路：自動車の高速走行ができる全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路
※地域高規格道路：全国的な高規格幹線道路と連携して、地域構造を強化する規格の高い道路
※ユネスコ記憶遺産：手書き原稿等の記録物を対象として、世界的重要性を有する物件をユネスコが認定・登録する事業
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2018年

「長崎の教会群」の世界遺産登録

朝鮮通信使関連資料の
ユネスコ記憶遺産登録

ねんりんピック

西九州自動車道が順次開通

島原道路が順次開通

明治維新150周年

ラグビーＷ杯日本大会

東京五輪

長崎空港開港50周年

日中国交
正常化
50周年

九州新幹線
西九州ルート

（長崎ルート）開業

① 「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録の
      実現（2016年）

2015年に世界遺産登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製
鋼、造船、石炭産業」に続き、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の
2016年世界遺産登録を目指している。

② ねんりんピック長崎２０１６の開催（2016年）
2016年10月15日から18日まで、「長崎で ひらけ長寿の 夢・みらい」
のテーマのもと、第29回全国健康福祉祭ながさき大会（愛称：ねんり
んピック長崎２０１６）の開催が予定されている。

③ 西九州自動車道が順次開通（詳細時期未定）
福岡市から唐津市、伊万里市、松浦市、佐世保市を経て武雄市に至る
高規格幹線道路※で、九州北西部の地域経済の活性化、高速走行の
定時制の確保に大きく寄与する西九州自動車道の順次開通が予定
されている。

④ 島原道路が順次開通（詳細時期未定）
南島原市から長崎自動車道諫早インターまでを結ぶ延長約50kmの
地域高規格道路※で、諫早市中心部と島原半島との時間短縮を図り、
沿線地域の地域活性化に寄与する島原道路の順次開通が予定され
ている。

⑤ 朝鮮通信使関連資料のユネスコ記憶遺産※

　  登録の実現（2017年）

江戸時代、朝鮮国王が日本に12回派遣した朝鮮通信使。日韓両国の
民間団体が、その関連資料を2016年にユネスコへ共同申請し、
2017年の記憶遺産登録を目指している。

⑥ 明治維新150周年（2018年）
2018年、明治維新から150周年という節目の年を迎える。明治維新に
より、多岐にわたる分野で改革が行われ、日本は東アジアで最初の西洋
的国民国家体制を有する近代国家へと変貌した。

⑦ ラグビーＷ杯日本大会（2019年）、
 　 東京五輪（2020年）の開催

2019年、日本で初めての開催となるラグビーワールドカップ日本大
会が予定されている。また、翌2020年には、日本での開催が1964
年以来56年ぶりとなる夏季五輪の開催が東京で予定されている。

⑧ 九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）の開業（2022年度）
本県の長年にわたる悲願であった九州新幹線西九州ルートは、2012
年6月の武雄温泉～長崎間の認可・着工後、現在、開業に向けて順調
に工事が進んでおり、2022年度までの開業が予定されている。

今後10年の主な出来事
今後10年間に本県に大きな影響を与えると考えられる主な出来事は下記の通りです。

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

⑨ 日中国交正常化50周年（2022年）
2022年に日中国交正常化50周年を迎える。本県は、1972年の日中国
交正常化に先んじて、中国との友好交流に努めてきた歴史を有する。

⑩ 長崎空港開港50周年（2025年）
1975年に世界初の海上空港として、大村湾の箕島に誕生した長崎
空港が2025年に開港50周年を迎える。
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政策展開の視点
●生きがいを持って社会参加できる環境づくり
●ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた支援
●地域コミュニティを再生する人材の育成・確保
●子育てと職業生活を両立できる環境整備
●雇用・福祉などきめの細かいセーフティネットづくり
●コミュニティビジネス※の育成・支援

（5）価値観・ライフスタイルの多様化
●「物の豊かさ（経済的な豊かさ）」だけでなく、「心の豊かさ（精神的な豊かさ）」が重視されるとともに、「集団」より
「自分」の個性を重視する傾向が強まるなど、人々の価値観が多様化している。

●子どもを産み育てながら働きたい女性や、定年後も働き続けたいと考える高齢者が増え、男女や年代を問わず、
仕事と家庭のみならず、地域生活や個人の自己啓発など様々な活動について調和のとれた多様な生き方の実現、
いわゆるワーク・ライフ・バランスの考え方の重要性が高まっている。

●核家族化、少子化・高齢化、都市への人口集中などにより、地域社会が変容し、人と人、人と地域とのつながりが
薄れ、地域コミュニティ※の互助機能の低下や高齢者の孤立化などが社会問題化している。

●ＮＰＯによる活動やボランティア活動、企業のＣＳＲ※活動など、個人や団体による社会貢献活動が、災害支援はもと
より、青少年の健全育成や子育て支援、環境問題など様々な分野で活発化している。

政策展開の視点
●激甚化・多様化する災害等への対応
●各種犯罪や交通事故への対応
●犯罪のない安全・安心なまちづくり
●きめ細かな対応が必要な方々への支援
●高齢者の交通安全対策の推進

●安全で質の高い農林水産物づくり
●流通している食品の計画的な監視・検査
● ＨＡＣＣＰ導入の支援
●公共施設の適切な維持管理の推進

（6）安全･安心に対する意識の高まり
●我が国は世界有数の地震地帯・火山地帯にあり、2011年3月11日に発生した東日本大震災は甚大な被害を及ぼ
した。これに伴う東京電力福島第一原子力発電所においては、地震とその後の津波により、深刻で長期に及ぶ問題
が発生した。

●地球温暖化に伴う気候変動が生じる中、異常気象が極端化しており、ここ数年、局地的豪雨による洪水や土砂災害
が頻発し、多くの犠牲者が出るなど、甚大な被害をもたらしており、今後も、激化する大雨や渇水などの自然災害に
対する警戒と備えが必要である。

●2012年12月の中央自動車道笹子トンネルの天井板崩落事故を踏まえ、老朽化するインフラ※施設の今後につい
て住民の不安や意識が高まっている。

●我が国の刑法犯の認知件数は減少しているが、子どもや女性、高齢者など、社会的に弱い立場にある人が被害者と
なる事件が後を絶たない。また、社会的に関心が高い重大事件も発生している。さらに、交通事故については、件数・
死傷者数ともに減少傾向にあるが、交通事故死者数のうち半数以上を高齢者が占めている。

●消費生活を取り巻く状況は複雑化・多様化しており、悪質業者による高齢者等の消費者被害が数多く発生すると
ともに、産地等の偽装表示や食品事故などの食品の安全・安心を脅かす問題が発生している。

●食品の製造（食肉生産を含む）又は加工における衛生管理の手法として、ＨＡＣＣＰ※に基づく衛生管理（方式）が
国際的な標準になりつつある。

※地域コミュニティ：住民の身近な生活圏。住民の活動を主たる対象とし、活動に応じて町内会、自治会、校区等様々な範囲が想定される
※CSR〈Corporate Social Responsibility〉：企業の社会的責任
※コミュニティビジネス：地域住民が主体となって、地域特有の課題解決のためにビジネスの手法で取り組むもの
※インフラ：インフラストラクチャーの略。道路・港湾・河川・鉄道・情報通信基盤・下水道・学校・病院・公園など、経済・生産基盤を形成するものの総称
※HACCP〈Hazard Analysis and Critical Control Point〉：危害に繋がる特に重要な工程を継続的に監視･記録する衛生管理手法

※高規格幹線道路：自動車の高速走行ができる全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路
※地域高規格道路：全国的な高規格幹線道路と連携して、地域構造を強化する規格の高い道路
※ユネスコ記憶遺産：手書き原稿等の記録物を対象として、世界的重要性を有する物件をユネスコが認定・登録する事業
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「長崎の教会群」の世界遺産登録

朝鮮通信使関連資料の
ユネスコ記憶遺産登録

ねんりんピック

西九州自動車道が順次開通

島原道路が順次開通

明治維新150周年
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長崎空港開港50周年
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① 「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録の
      実現（2016年）

2015年に世界遺産登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製
鋼、造船、石炭産業」に続き、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の
2016年世界遺産登録を目指している。

② ねんりんピック長崎２０１６の開催（2016年）
2016年10月15日から18日まで、「長崎で ひらけ長寿の 夢・みらい」
のテーマのもと、第29回全国健康福祉祭ながさき大会（愛称：ねんり
んピック長崎２０１６）の開催が予定されている。

③ 西九州自動車道が順次開通（詳細時期未定）
福岡市から唐津市、伊万里市、松浦市、佐世保市を経て武雄市に至る
高規格幹線道路※で、九州北西部の地域経済の活性化、高速走行の
定時制の確保に大きく寄与する西九州自動車道の順次開通が予定
されている。

④ 島原道路が順次開通（詳細時期未定）
南島原市から長崎自動車道諫早インターまでを結ぶ延長約50kmの
地域高規格道路※で、諫早市中心部と島原半島との時間短縮を図り、
沿線地域の地域活性化に寄与する島原道路の順次開通が予定され
ている。

⑤ 朝鮮通信使関連資料のユネスコ記憶遺産※

　  登録の実現（2017年）

江戸時代、朝鮮国王が日本に12回派遣した朝鮮通信使。日韓両国の
民間団体が、その関連資料を2016年にユネスコへ共同申請し、
2017年の記憶遺産登録を目指している。

⑥ 明治維新150周年（2018年）
2018年、明治維新から150周年という節目の年を迎える。明治維新に
より、多岐にわたる分野で改革が行われ、日本は東アジアで最初の西洋
的国民国家体制を有する近代国家へと変貌した。

⑦ ラグビーＷ杯日本大会（2019年）、
 　 東京五輪（2020年）の開催

2019年、日本で初めての開催となるラグビーワールドカップ日本大
会が予定されている。また、翌2020年には、日本での開催が1964
年以来56年ぶりとなる夏季五輪の開催が東京で予定されている。

⑧ 九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）の開業（2022年度）
本県の長年にわたる悲願であった九州新幹線西九州ルートは、2012
年6月の武雄温泉～長崎間の認可・着工後、現在、開業に向けて順調
に工事が進んでおり、2022年度までの開業が予定されている。

今後10年の主な出来事
今後10年間に本県に大きな影響を与えると考えられる主な出来事は下記の通りです。

2019年

2020年

2021年

2022年

2023年

2024年

2025年

⑨ 日中国交正常化50周年（2022年）
2022年に日中国交正常化50周年を迎える。本県は、1972年の日中国
交正常化に先んじて、中国との友好交流に努めてきた歴史を有する。

⑩ 長崎空港開港50周年（2025年）
1975年に世界初の海上空港として、大村湾の箕島に誕生した長崎
空港が2025年に開港50周年を迎える。
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「教会群」の世界遺産登録については、2016年2月にユネスコへの推薦書を一旦取り下げ、再提出に向けた検討を行っております。



　本県では、これまで様々な施策に取り組み、一定の成果が上がりましたが、引き続き大きな
課題が残っており、それぞれの課題に適切に対応した施策を展開する必要があります。

（1）人口減少、少子化の進行及び全国に先んじて進む高齢化
●2010年国勢調査では142万7千人だった本県の人口は、2025年には125万人に、2040年には104万9千人に
減少すると見込まれている。

●今後の人口減少は単純に人口が減少するだけではなく、「少子化」と「高齢化」が同時に進み、社会を支える生産
年齢人口（15～64歳）が急激に減少すると予測される。

●14歳以下の子ども（年少人口）が、現在の19万人から2025年には14万人に減少すると予測される一方で、高齢
者は右肩上がりで増え続け、2025年の44万人でピークを迎え、2040年には、県民の4割が65歳以上の高齢者に
なると予測されている。

●人口減少の原因は、若い世代を中心とした都市部への人口流出、出生数の減少(全国共通)などである。

政策展開の視点
●社会減を食い止めるための働く場の確保と移住の促進
●将来の望ましい産業・雇用を見据えた施策の推進
●県内産業を支える人材の育成
●地域活性化の原動力となる創造性に富む人材の育成・確保
●雇用の質（正規職員率、勤務条件、賃金水準等）の向上
●女性・高齢者等を活かせる全員参加型社会の実現
●出産や子育てしやすい社会づくり
●増加する医療・介護需要への対応（健康、介護の産業化）
●地域の実情に応じた医療・介護・福祉サービスの提供体制の整備
●人口減少社会、少子化・高齢化に対応した社会資本整備
●県内産業や暮らしを下支えする社会資本整備

政策展開の視点

●力強い産業の育成
●良質な雇用の創出
●県・市町・民間が連携した取組
●各産業分野での取組の推進

（2）長年低迷する一人当たり県民所得
●2012年度の本県の一人当たり県民所得※は、240万円と、全国の一人当たり国民所得※を35万4千円下回って
いる。

●1960年度に一人当たり国民所得と比べて6割でしかなかった本県の一人当たり県民所得は、2012年度において
は8割強まで格差が縮まっているが、一人当たり国民所得との差は依然として大きい。

■ 県民所得向上対策の推進

政策展開の視点
●地域コミュニティを再生する人材の育成・確保
●集落を支える農林水産業の担い手の育成と所得の向上
●コミュニティビジネスの育成、支援
●生きがいを持って社会参加できる環境づくり
●自発的な地域づくりの推進

（3）地域活力の低下
●人口減少や高齢化に伴い、防犯・消防など地域の住民活動の担い手が減少するとともに、存続の危機にある集落
が今後増加すると予測される。地域の人間関係の希薄化が今後も進む恐れもあり、地域が崩壊する危険性が高
まっている。

政策展開の視点
●各地域の豊かな自然や歴史、文化などの資源を活用した産業振興や交流人口の拡大
●離島の活性化と重要性の発信
●国境離島新法※の制定促進と、新法に基づく施策の推進

（4）離島振興
●上記の3つの課題は、特に離島地域において深刻である。全国一の離島県である本県では、離島振興を最重要
課題の一つとして取り組んできたが、人口減少に歯止めがかからない状況が続いている。

●市町の区域が全部離島である5市町（対馬市、壱岐市、五島市、小値賀町、新上五島町）の2035年の将来推計人口は、
約8万1千人と現在の6割程度まで減少し、高齢化率は45％を超えると推計されている。

●離島地域は、我が国の領域、排他的経済水域※等の保全や、美しい自然環境・伝統文化を体験できる「いやしの空間」
の提供などの、これまで担ってきた国家的、国民的に重要な役割を果たすことができなくなる恐れがある。

政策展開の視点
●限られた財源の中、施策の見直しや重点化を行い、地域の実情に応じた大胆かつ
きめ細かな施策の推進
●産業の振興や企業誘致など税源涵養につながる施策の積極的な展開
●県民に対する財政状況の広報･周知

（5）脆弱な財政基盤
●本県の歳入は、県税等の自ら調達できる財源が少なく、地方交付税※や国庫支出金※など国から交付される財源
に大きく依存している。

●歳出は、離島・半島が多く、県域が広大であるという地理的特殊性から、学校や警察、その他の行政機関を効率的に
配置できないなど行政コストが割高となる傾向にある。また、高齢化の進行により、社会保障関係経費が継続的に
増大すると見込まれている。

※県民所得：県民雇用者報酬、企業所得、財産所得などの地域全体の付加価値の合計。個人の給与所得を示すものではない
※国民所得：サラリーマンの所得や企業利益を含め、国民全体の所得の総額で、一国の1年間の実質的な生産規模を表す指標

※排他的経済水域： 沿岸から200カイリ(約370キロ)までの範囲で、沿岸国に鉱物資源や水産資源の開発といった経済的な権利が及ぶ海域
※国境離島新法：航路・航空路運賃の低廉化や雇用機会の拡充など、国境離島に係る地域社会維持のために必要な施策を盛り込んだ新しい法律
※地方交付税：国税のうち所得税等のそれぞれ一定割合の額で、地方公共団体が等しくその行うべき事務を遂行することができるよう一定の基準により国が
交付する税

※国庫支出金：国と地方公共団体の経費負担区分に基づき、国が地方公共団体に対して支出する負担金、委託費、特定の施策の奨励又は財政援助のため
の補助金等
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　本県では、これまで様々な施策に取り組み、一定の成果が上がりましたが、引き続き大きな
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●地域活性化の原動力となる創造性に富む人材の育成・確保
●雇用の質（正規職員率、勤務条件、賃金水準等）の向上
●女性・高齢者等を活かせる全員参加型社会の実現
●出産や子育てしやすい社会づくり
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●産業の振興や企業誘致など税源涵養につながる施策の積極的な展開
●県民に対する財政状況の広報･周知

（5）脆弱な財政基盤
●本県の歳入は、県税等の自ら調達できる財源が少なく、地方交付税※や国庫支出金※など国から交付される財源
に大きく依存している。

●歳出は、離島・半島が多く、県域が広大であるという地理的特殊性から、学校や警察、その他の行政機関を効率的に
配置できないなど行政コストが割高となる傾向にある。また、高齢化の進行により、社会保障関係経費が継続的に
増大すると見込まれている。

※県民所得：県民雇用者報酬、企業所得、財産所得などの地域全体の付加価値の合計。個人の給与所得を示すものではない
※国民所得：サラリーマンの所得や企業利益を含め、国民全体の所得の総額で、一国の1年間の実質的な生産規模を表す指標

※排他的経済水域： 沿岸から200カイリ(約370キロ)までの範囲で、沿岸国に鉱物資源や水産資源の開発といった経済的な権利が及ぶ海域
※国境離島新法：航路・航空路運賃の低廉化や雇用機会の拡充など、国境離島に係る地域社会維持のために必要な施策を盛り込んだ新しい法律
※地方交付税：国税のうち所得税等のそれぞれ一定割合の額で、地方公共団体が等しくその行うべき事務を遂行することができるよう一定の基準により国が
交付する税

※国庫支出金：国と地方公共団体の経費負担区分に基づき、国が地方公共団体に対して支出する負担金、委託費、特定の施策の奨励又は財政援助のため
の補助金等
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これまで述べたような様々な課題を解決するにあたっては、本県を取り巻く環境の変化を十分
に踏まえるとともに、「本県の強み」を最大限に活かした施策を展開することが有効です。

（1）変化に富んだ美しく豊かな自然
●本県は、五島列島、壱岐及び対馬のような大きな島と数多くの小さな島々、並びに、本土部には島原半島、長崎
半島、西彼杵半島、北松浦半島の4つの半島を有し、複雑で優美な海岸線の延長は全国第2位となっている。

●日本初の国立公園や世界ジオパーク※をはじめ、波静かな大村湾の青く輝く穏やかな風景、雲仙山系、多良山系、
国見山系とそれに連なる美しい棚田や段々畑、朝露光る茶畑など変化に富んだ美しい景観とともに、豊かな自然
がもたらす食・文化・温泉など多くの資源を有している。

政策展開の視点
●本県観光の魅力の磨き上げと戦略的な情報発信 ●地域発の地域づくりの支援

（4）個性あふれる離島
●本県の島々は我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、海上交通の安全の確保などにおい
て、海洋政策上、非常に大きな役割を担っている。国境周辺離島においては、そこに人が住み、漁業をはじめとし
た経済活動を行っていること自体が、「現在の防人※」として国益にも直結している。

●「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の構成資産など多くの歴史的資産が所在している。また、長い交流の歴
史によって培ってきた国際的友好・信頼関係を土台に、経済的にも、文化的にも国際交流の拠点として重要な役
割が期待されており、近年、海外との近接性により外国人観光客も増加している。

●海に囲まれ、本土から離れていることにより形成された、美しい自然環境や伝統文化などの地域資源を有するこ
とによる「癒しの空間」としての国民的役割を果たしている。また、地域や家庭が連携して子育てをする環境が
整っていることなどから、合計特殊出生率が全国に比べて高い傾向にある。

政策展開の視点
●各地域の豊かな自然や歴史、文化などの資源を活用した産業振興や交流人口の拡大
●離島の活性化と重要性の発信
●離島を玄関口とした海外との交流人口拡大
●国境離島新法の制定促進と、新法に基づく施策の推進

（5）アジアとの近接性
●長崎県は、日本の西端に位置し、朝鮮半島や中国大陸に近いという地理的条件により、古くから対外貿易の拠点
であり、外来文化の入口であった。

●壱岐・対馬は、古代から朝鮮半島との交流が盛んで、大陸の文化や技術を日本に伝えた中継地であった。松浦市
鷹島海底遺跡には蒙古襲来（元寇）の歴史的痕跡が数多く残っている。

●中国人の渡来によって、建築技術や画法、食文化なども伝えられ、長崎のまちなかには各所に中国の文化が見ら
れる。精霊流しなどの伝統行事からも、中国との深いつながりが感じられる。

●長い交流の積み重ねにより、本県には、中国や韓国などとの友好交流関係が育まれている。

政策展開の視点
●アジアの経済的活力の取込
●地理的優位性を活かした人と物の
交流促進

●国際交流機能の充実・強化
●本県観光の魅力の磨き上げと市場特性に
応じた情報発信

（6）全国有数の暮らしやすさ
●全国的にみて地震災害や犯罪件数が少ないなど安全安心に暮らせる。
●「学びやすい」、「高齢者にやさしい」、「健康に暮らせる」などお金では測れない豊かな生活が過ごせる。

政策展開の視点
●本県への移住・定着の促進
●地震災害の少なさを活かした企業誘致の推進

（7）世界平和に向けた発信力
●被爆体験をもつ私たち長崎県民にとって、一日も早い核兵器のない平和な世界の実現のため、原爆の悲惨さと
非人道性を世界の人々に訴え続けることは責務である。

●「長崎を最後の被爆地に」という強い思いで、県・市町・長崎大学、平和団体が連携しながら平和発信の取組を実施
してきている。

政策展開の視点
●被爆県として、市町や長崎大学、平和団体と連携し、核兵器廃絶と世界恒久平和を世界
に向けて発信

（2）多様な歴史・文化

●古代から朝鮮半島との交流が盛んで、江戸時代、朝鮮国王が日本に12回派遣した朝鮮通信使の窓口となった対馬や、
大陸の文化・技術を日本に伝えるルートであった壱岐・五島

●中国や西洋の文物や文化を受け入れながら、多くの人と交流し栄えてきた長崎

●鎌倉時代の終わり頃、元の軍勢が大挙して攻め入り、「神風」といわれる暴風雨により多くの軍船が沈没した蒙古
襲来（元寇）の歴史的痕跡が数多く残る松浦市鷹島神崎遺跡

●2015年に世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」は、日本が、非西洋地
域において、わずか半世紀の間に産業国家としての地位を確立したという、世界に類を見ない産業化の道のりを
示すもので、長崎市に造船と石炭産業に関する重要な8つの資産が所在

●「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」は、日本におけるキリスト教の伝播と繁栄、弾圧と250年もの長期にわた
る潜伏、そして奇跡の復活という世界に類を見ない独自の歴史を示すもので、「城跡」や「集落」、「教会建築」の
13の資産が、県内5市2町に点在

政策展開の視点
●世界遺産登録による地域の活性化
●朝鮮通信使関連資料のユネスコ記憶遺産
登録による地域の活性化

●日本遺産認定による地域の活性化

●長崎県の歴史研究の推進と活用
●本県観光の魅力の磨き上げと戦略的
な情報発信

●地域発の地域づくりの支援

　県内各地域には、歴史を物語る史跡や文化財などが数多く残り、県内各地を舞台に繰り広げられた先人たちの
歩みが重層的に現在に伝えられ、個性豊かな文化が各地に溢れている。

（3）豊かな海洋資源
●本県には、豊かな海洋資源が存在する。その代表的な一つである水産物
については、全国屈指の好漁場を有し、全国2位の漁獲高を誇っている。

●大中小あらゆる規模の造船所が存在し、全国3位のシェアを占める造船
関連産業は本県を代表する基幹産業となっている。

●洋上風力発電・潮流発電等の海洋再生可能エネルギー※による発電
ファーム※の導入・商用化を目指し、実証実験から実用化を研究・検証す
る実証フィールドとして本県の3海域が選定されている。

※ジオパーク： 地球活動の遺産を主な見所とする自然公園の一種
※海洋再生可能エネルギー：洋上風力、波力、潮流、海流、海洋温度差など海洋空間において繰り返し起こる現象から取り出せる再生可能エネルギー
※発電ファーム：集合型発電施設、大規模集中発電所 ※防人： 上代（主に奈良時代頃）、東国などから派遣されて、九州の要地を警備した兵士

政策展開の視点
●豊かな海洋資源を活用した産業振興
●海洋エネルギー関連産業の拠点形成
●本県観光の魅力の磨き上げと戦略
的な情報発信
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これまで述べたような様々な課題を解決するにあたっては、本県を取り巻く環境の変化を十分
に踏まえるとともに、「本県の強み」を最大限に活かした施策を展開することが有効です。

（1）変化に富んだ美しく豊かな自然
●本県は、五島列島、壱岐及び対馬のような大きな島と数多くの小さな島々、並びに、本土部には島原半島、長崎
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がもたらす食・文化・温泉など多くの資源を有している。

政策展開の視点
●本県観光の魅力の磨き上げと戦略的な情報発信 ●地域発の地域づくりの支援

（4）個性あふれる離島
●本県の島々は我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、海上交通の安全の確保などにおい
て、海洋政策上、非常に大きな役割を担っている。国境周辺離島においては、そこに人が住み、漁業をはじめとし
た経済活動を行っていること自体が、「現在の防人※」として国益にも直結している。

●「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の構成資産など多くの歴史的資産が所在している。また、長い交流の歴
史によって培ってきた国際的友好・信頼関係を土台に、経済的にも、文化的にも国際交流の拠点として重要な役
割が期待されており、近年、海外との近接性により外国人観光客も増加している。

●海に囲まれ、本土から離れていることにより形成された、美しい自然環境や伝統文化などの地域資源を有するこ
とによる「癒しの空間」としての国民的役割を果たしている。また、地域や家庭が連携して子育てをする環境が
整っていることなどから、合計特殊出生率が全国に比べて高い傾向にある。

政策展開の視点
●各地域の豊かな自然や歴史、文化などの資源を活用した産業振興や交流人口の拡大
●離島の活性化と重要性の発信
●離島を玄関口とした海外との交流人口拡大
●国境離島新法の制定促進と、新法に基づく施策の推進

（5）アジアとの近接性
●長崎県は、日本の西端に位置し、朝鮮半島や中国大陸に近いという地理的条件により、古くから対外貿易の拠点
であり、外来文化の入口であった。

●壱岐・対馬は、古代から朝鮮半島との交流が盛んで、大陸の文化や技術を日本に伝えた中継地であった。松浦市
鷹島海底遺跡には蒙古襲来（元寇）の歴史的痕跡が数多く残っている。

●中国人の渡来によって、建築技術や画法、食文化なども伝えられ、長崎のまちなかには各所に中国の文化が見ら
れる。精霊流しなどの伝統行事からも、中国との深いつながりが感じられる。

●長い交流の積み重ねにより、本県には、中国や韓国などとの友好交流関係が育まれている。

政策展開の視点
●アジアの経済的活力の取込
●地理的優位性を活かした人と物の
交流促進

●国際交流機能の充実・強化
●本県観光の魅力の磨き上げと市場特性に
応じた情報発信

（6）全国有数の暮らしやすさ
●全国的にみて地震災害や犯罪件数が少ないなど安全安心に暮らせる。
●「学びやすい」、「高齢者にやさしい」、「健康に暮らせる」などお金では測れない豊かな生活が過ごせる。

政策展開の視点
●本県への移住・定着の促進
●地震災害の少なさを活かした企業誘致の推進

（7）世界平和に向けた発信力
●被爆体験をもつ私たち長崎県民にとって、一日も早い核兵器のない平和な世界の実現のため、原爆の悲惨さと
非人道性を世界の人々に訴え続けることは責務である。

●「長崎を最後の被爆地に」という強い思いで、県・市町・長崎大学、平和団体が連携しながら平和発信の取組を実施
してきている。

政策展開の視点
●被爆県として、市町や長崎大学、平和団体と連携し、核兵器廃絶と世界恒久平和を世界
に向けて発信

（2）多様な歴史・文化

●古代から朝鮮半島との交流が盛んで、江戸時代、朝鮮国王が日本に12回派遣した朝鮮通信使の窓口となった対馬や、
大陸の文化・技術を日本に伝えるルートであった壱岐・五島

●中国や西洋の文物や文化を受け入れながら、多くの人と交流し栄えてきた長崎

●鎌倉時代の終わり頃、元の軍勢が大挙して攻め入り、「神風」といわれる暴風雨により多くの軍船が沈没した蒙古
襲来（元寇）の歴史的痕跡が数多く残る松浦市鷹島神崎遺跡

●2015年に世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」は、日本が、非西洋地
域において、わずか半世紀の間に産業国家としての地位を確立したという、世界に類を見ない産業化の道のりを
示すもので、長崎市に造船と石炭産業に関する重要な8つの資産が所在

●「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」は、日本におけるキリスト教の伝播と繁栄、弾圧と250年もの長期にわた
る潜伏、そして奇跡の復活という世界に類を見ない独自の歴史を示すもので、「城跡」や「集落」、「教会建築」の
13の資産が、県内5市2町に点在

政策展開の視点
●世界遺産登録による地域の活性化
●朝鮮通信使関連資料のユネスコ記憶遺産
登録による地域の活性化

●日本遺産認定による地域の活性化

●長崎県の歴史研究の推進と活用
●本県観光の魅力の磨き上げと戦略的
な情報発信

●地域発の地域づくりの支援

　県内各地域には、歴史を物語る史跡や文化財などが数多く残り、県内各地を舞台に繰り広げられた先人たちの
歩みが重層的に現在に伝えられ、個性豊かな文化が各地に溢れている。

（3）豊かな海洋資源
●本県には、豊かな海洋資源が存在する。その代表的な一つである水産物
については、全国屈指の好漁場を有し、全国2位の漁獲高を誇っている。

●大中小あらゆる規模の造船所が存在し、全国3位のシェアを占める造船
関連産業は本県を代表する基幹産業となっている。

●洋上風力発電・潮流発電等の海洋再生可能エネルギー※による発電
ファーム※の導入・商用化を目指し、実証実験から実用化を研究・検証す
る実証フィールドとして本県の3海域が選定されている。

※ジオパーク： 地球活動の遺産を主な見所とする自然公園の一種
※海洋再生可能エネルギー：洋上風力、波力、潮流、海流、海洋温度差など海洋空間において繰り返し起こる現象から取り出せる再生可能エネルギー
※発電ファーム：集合型発電施設、大規模集中発電所 ※防人： 上代（主に奈良時代頃）、東国などから派遣されて、九州の要地を警備した兵士

政策展開の視点
●豊かな海洋資源を活用した産業振興
●海洋エネルギー関連産業の拠点形成
●本県観光の魅力の磨き上げと戦略
的な情報発信

本県の強み

将
来
ビ
ジ
ョ
ン

本
県
の
強
み
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　本計画の基本理念である「人、産業、地域が輝く たくましい長崎県づくり」を、県と県民が想い
を共有し、一体となって実現していくためにも、県民一人ひとりが計画の成果や効果を具体的に
イメージできる指標を掲げることにより、計画の方向性や進捗状況を確認しながら、その実現に
向けた取組を進めていきます。

指標設定の趣旨

将
来
ビ
ジ
ョ
ン

計
画
の
重
要
指
標

計画の重要指標

指　標 指標設定の考え方 目 標 値

１ 観光客延べ数

多くの観光客に訪れていただ
く必要があることから、「交流
でにぎわう長崎県」を代表する
指標として設定します。

目標年（H32年）までの5年間で、
観光客延べ数を

3,863万人に増加 
【参考】H26年：3,265万人

２

地域内で支えあい
が実施できていると
感じている人の割合

社会活動に参加し
ている人の割合

県民一人ひとりが、互いに支え
あいながら、ライフステージに
応じて活躍できる舞台を整える
必要があることから、「地域のみ
んなが支えあう長崎県」を代表
する指標として設定します。

目標年（H32年度）までの5年間で、
それぞれの割合を

75.0％に増加（支えあい）
40.0％に増加（社会活動）

【参考】H27年度：65.0％（支えあい） 　　
　　　H27年度：27.7％（社会活動）

３

県内大学生の
県内就職率

県内高校生の
県内就職率

未来の長崎県の様々な分野で
地域を支える人材を育てる必
要があることから、「次代を担う 

『人財』豊かな長崎県」を代表
する指標として設定します。

目標年（H32年度）までの5年間で、
大学生及び高校生の県内就職率を
それぞれ

55％に増加（大学生）
65％に増加（高校生）

【参考】H26年度：44.9％（大学生） 　　
　　　H26年度：57.7％（高校生）

４ 県民所得

様々な産業の収益性向上、競争
力強化により、良質な雇用の場
を創出し、若者の県内定着を図
る必要があることから、「力強い
産業を創造する長崎県」を代表
する指標として設定します。

目標年（H32年度）までの5年間で、
県民所得の総額を

1,028億円 増加
【参考】H24年度：33,789億円

５ 安心快適指標★1

安全・安心で快適な生活環境をつ
くる必要があることから、「安心
快適な暮らし広がる長崎県」を
代表する指標として設定します。

目標年（H32年度）までの5年間で、
安心快適指標の全国順位を

第1位に上昇 
【参考】H27年度：第6位

★1 長崎県がまとめた「長崎県の暮らしやすさ指標」に掲載されている100の指標の中から、第2区分「きれいな環境を保つまち（9指標）」及び第10区分
「安全で安心できるまち（9指標）」を安心快適指標として設定（18指標）。18の指標をそれぞれ全国順位1位＝47点、47位＝1点に得点化し、合計得点に
より順位付けを行う。
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