
H31

H31

H31

H31

市 福 居 経 交

○ ○

○ ○

○ ○

○

○

H27～H28 長崎市
舗装（板石、カラー舗装）側溝工、街路灯整備延長L=626m
位置：銅座町～本石灰町

唐人屋敷顕在化事業 H13～H31
社会資本整備総合交付金
（街なみ環境整備事業）

H27～H31 長崎市
案内サイン、四隅モニュメント、唐人屋敷象徴門（誘導門・大
門）、回遊路、資料館、広場、公園等の整備
位置：館内町ほか４町

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（まちなか地区））

H27～
新大工町地区市街地
再開発準備組合

新大工町及び伊勢町（約0.72ha）での第一種市街地再開発事業
による商業・住宅・駐車場の整備
位置：新大工町及び伊勢町

浜町地区市街地再開発事業 H26～
社会資本整備総合交付金
（市街地再開発事業等）

H27～H31 民間事業者

浜市商店街振興組合のエリアにおける、再開発やテナントミッ
クスの手法を踏まえたまちづくり構想に基づく、第一種市街地
再開発事業による商業・住宅・駐車場の整備
位置：浜町

基本計画名称

長崎市中心市街地活性化基本計画

計画期間

目標

１日当たりの歩行者通行量（１６地点の合計）（休日）

市町村名

１日当たりの歩行者通行量（１６地点の合計）（平日）

長崎市

都道府県名

認定日

125,438人

長崎県

長崎市中心市街地活性化協議会

都市機能の増進(法第15条第1項第1号)

H26.8.28

H29.7.28

終了 期間開始

H27.4

最終変更日

131,700人

140,100人

H26

長崎商工会議所

名称

指標

H32.3H27.3.27

設立日

中心市街地活性化協議会

経済活力の向上(法第15条第1項第2号)

5年

老朽化した市庁舎の建替えとあわせた、防災・災害復興拠点機
能や多目的利用が可能な空間の整備
位置：魚の町

857,898人 931,400人

28,701

H25主要観光施設入場者数

133,211人 H26

実施主体

社会資本整備総合交付金
（市街地再開発事業等）

面積

市町村全域(km2)

406.5㎢ 262ha

中心市街地(ha)

区分

人口

現況

長崎つきまち(株)

目標

特別用途地区

都市計画決定日

H27.3

市町村全域(人)

437,636

中心市街地(人)

新市庁舎建設事業 H28～
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（まちなか地区））

長崎市

銅座界わい路地魅力向上事業 H26～H30

交流人口の拡大

事業名

新大工町地区市街地再開発事業 H26～

事業期間 支援措置

まちなかのにぎわいの創出

支援措置
期間

小売業年間商品販売額

H28～H29

概要

1,537億円 H26 1,570億円商業の活性化



市 福 居 経 交
実施主体

区分
事業名 事業期間 支援措置

支援措置
期間

概要

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○長崎駅周辺土地区画整理事業 H21～H35
社会資本整備総合交付金
（道路事業（区画））

H27～H31 長崎市
JR長崎本線連続立体交差事業により移転される車両基地の跡地
などを含めた約19.2haの土地区画整理事業
位置：尾上町、大黒町、八千代町、西坂町の各一部

南大浦地区斜面市街地再生事業 H12～H29
社会資本整備総合交付金
（住宅市街地総合整備事
業）

H27～H29 長崎市
南大浦地区における老朽建物の建替促進や都市計画道路整備の
実施
位置：相生町

市道籠町稲田町１号線電線共同溝
整備事業

H27～H32
防災・安全交付金（道路
事業）

H29～H31 長崎市

景観及び防災性の向上を図る電線類地中化事業
電線共同溝
延長：L＝250m
位置：籠町～稲田町

都市計画道路新地町稲田町線街路
整備事業（出島・南山手地区）

H12～H29
社会資本整備総合交付金
（道路事業（街路））

H27～H29 長崎市
都市計画街路整備事業
延長：L＝400m、幅員：W=15m
位置：籠町～稲田町

銅座川プロムナード整備事業（街
路）

H26～H36
社会資本整備総合交付金
（道路事業（街路））

H27～H31 長崎市

都市計画街路整備事業
路線名：都市計画道路銅座町松が枝町線（銅座工区）
延長：L=420m、幅員：W=15m
位置：銅座地区

まちなみ修景計画策定事業 H25～H28

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（まちなか地区）と一体
の効果促進事業）

H27～H28 長崎市
特性に応じた魅力向上や回遊性向上を図る道路や建物等の修景
デザイン計画の作成
位置：中心市街地

誘導サイン整備事業 H25～H28
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（まちなか地区））

H27～H28 長崎市
誘導・案内板の設置（１５箇所）
位置：中心市街地の一部

まちなみ整備事業 H25～H34

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（まちなか地区）と一体
の効果促進事業）

H27～H29 長崎市
町家等の維持・保全及び復元への助成
位置：中島川・寺町エリア

まちなか回遊路整備事業 H25～H34
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（まちなか地区））

H27～H29 長崎市
歩いて楽しいまちにするための回遊路の整備
位置：浜町伊良林１号線、古町麹屋町１号線ほか

中島川公園整備事業 H22～H29
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（まちなか地区））

H27～H29 長崎市

用地買収、補償、公園整備等を実施し、出島表門橋との一体的
な整備
A=0.3ha
位置：江戸町

岩原川周辺環境整備事業 H25～H29

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（まちなか地区）及び都
市再生整備計画（まちな
か地区）と一体の効果促
進事業）

H27～H29 長崎市
都市下水路の両側に接する道路との一体的な整備
位置：岩原都市下水路、五島町恵美須町１号線ほか

長崎市公共トイレ整備事業 H25～H29

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（まちなか地区）と一体
の効果促進事業）

H27～H29
まちなか周辺における既存の公共トイレの再整備
公共トイレ整備：４箇所
位置：中心市街地



市 福 居 経 交
実施主体

区分
事業名 事業期間 支援措置

支援措置
期間

概要

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

都市計画道路片淵線街路整備事業
（新大工工区）

H28～H33
社会資本整備総合交付金
（道路事業（街路））

H28～H31 長崎市

都市計画街路整備事業
延長：Ｌ＝270m
幅員：Ｗ＝8m
位置：片淵２丁目～新大工町

都市計画道路長崎駅中央通り線街
路整備事業

H26～H29
社会資本整備総合交付金
（道路事業（街路））

H27～H29 長崎市

都市計画街路整備事業（長崎駅周辺土地区画整理事業区域以外
の都市計画道路長崎駅中央通り線の整備）
延長：L=60m、幅員：W=26m
位置：八千代町

JR長崎本線連続立体交差事業 H21～H32
社会資本整備総合交付金
（道路事業（街路））

H27～H31 長崎市

東西市街地の分断や踏切による交通渋滞を解消するとともに、
東西市街地の一体的発展を図るために行う鉄道の高架化
延長：L=2,480km
位置：松山町～尾上町

交流拠点施設整備事業 H27～H31

社会資本整備総合交付金
（暮らし・にぎわい再生
事業（長崎駅周辺地
区））

H28～H31 長崎市
学会・大会会場、コンベンション会場、展示会・見本市会場、
会議室などを兼ね備えた複合型施設の建設
位置：尾上町

公共下水道事業 H25～H33
防災・安全交付金（下水
道事業）

H27～H31 長崎市

長崎駅周辺土地区画整理事業にあわせ、区域の浸水被害の防止
のための雨水排除対策
延長：L=1,200m
断面：4.0m×2.0m（ボックスカルバート）
位置：長崎駅周辺

都市計画道路大黒町恵美須町線街
路整備事業

H26～H32
社会資本整備総合交付金
（道路事業（街路））

H27～H31 長崎市
都市計画街路整備事業
延長：L=110m、幅員：W=26.25m
位置：大黒町～恵美須町

新市立病院建設事業 H20～H28
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
（まちなか地区））

H27 長崎市
市民病院及び成人病センターを廃止・統合し、新市立病院を建
設
位置：常盤町及び新地町

新大工・馬町交差点改良事業 H25～ 国直轄事業 国土交通省
横断歩道の新設及び、地下道の一部廃止
軌道移設に伴う道路及び電停の改良
位置：馬町、新大工町

社会福祉会館建替え事業 H30～H34
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事
業）

H30～H31 長崎市

施設の老朽化が著しいうえに、エレベーターの設置がなく、利
用者にとって大変不便な施設となっている長崎市社会福祉会館
の建替えを実施
位置：中心市街地

（仮称）こどもセンター建設事業 H30～H33
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事
業）

H30～H31 長崎市
子ども自身の成長を支援するとともに、子育て中の親を支援す
るため（仮称）こどもセンターの建設を実施
位置：中心市街地

県庁舎建設整備事業 H23～H29
社会資本整備総合交付金
（優良建築物等整備事
業）

H27～H29 長崎県

防災拠点・災害対策活動を支援する機能を有する県庁舎の整備
にあわせて、エントランスホールや隣接する防災緑地と連携し
て、県民参加のイベント等への活用
位置：尾上町


