
林広文市議 ◆市所有遊休地に 

 メガソーラー発電事業 

      がスタート 

◆集落排水事業と 

  下水道事業の 

   部局一本化が実現 

平成26年2月10日、公明党長崎市議団が提出して

いた平成26年度政策要求に対して、市長より回

答がありました。 

実現した主な内容 

・生活困窮者支援モデル事業の実現 

・被爆70周年事業として民間公募決定 

・高島しまとく通貨がスタート 

・公共施設マネジメント計画が 

       市の重点プロジェクト化 

 

◆世界遺産に向けた 

 長崎の炭鉱遺産記録 

    調査費が予算化 

◆生活保護世帯の 

 子どもの学習支援事業 

       が予算化 

久やすし市議 

行動する公明党市議団メンバー（2月10日市長と会見） 

麻生隆市議 ◆古着の拠点回収事業が  

   スタートします。 

◆間伐材の利用促進 

 学校図書館や自治会 

 へのベンチ支給が   

 進んでいます。 

◆長崎みなとメディカル 

 センター市民病院に 

 女性専門外来オープン 

◆学校司書が年間雇用へ 

 子どもたちの休暇中の 

 調べ学習が可能に。 

向山宗子市議 

山本信幸市議 

永尾春文市議 

◆市役所窓口の 

 ワンストップサービス 

 子ども窓口の新設 

◆空き家条例の制定 

◆住みよ家リフォーム補助 

  の継続推進 

◆野母崎観光の推進 

 海の健康村に 

   新規の温泉井戸採掘 

◆飼い主不明ネコの 

 不妊化手術補助実現 

   年間２３０万の予算化 

―「公明党市議が実現した主な政策要求」― 
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高浜古里の土砂崩れ整備完了。 

2年前の野母崎豪雨の

時の被害でした。 

海岸線の道路封鎖時

は重要な副路線とな

る農道です。防災の

観点から、しっかり

と整備できました。 

地域別主な実績・相談 by永尾市議 

為石堤防暗きょの詰まりを調査 

もともとは、為石公民館前のみぞの詰まりの相談か

ら。よくよく調べると、道路の下を通り堤防につな

がる大きな雨水管が砂で詰まっている事が判明。三

和行政センターの職員の方と再調査。県にも現状報

告。今後、整備を進めていきます。 

手すりの整備浦上（うらうえ） 

香焼町浦上（うらうえ）です。上の道路がバス通り

になっており、降りてきた子どもや高齢者の方が危

ないので何とかしてほしいと地元住民の方から相談

を受けていました。 

野母崎地域 

深堀5丁目のみぞふた整備完了。 

地元の方から、小さい

子供が落ちて危ないと

相談を受け、道路維持

課に連絡。整備が完了

し、子どもや高齢者も

安心して通行できるよ

うになりました。 

江川町のみぞの整備 
みぞの底が割れてい

て、雨水が地下に浸み

こむ状況でした。現在

この地域は、下水道整

備や路面補修の計画も

進行しています。 

公園の環境整備 
 

 

 

 

 

 

 

毛井首の南長崎ニュータウンの中にある公園です。 

近所の方が、公園までの歩道の草刈りの途中、ヘビに

長靴をかまれたと地域の方から連絡。 

すぐに、みどりの課に連絡して、対応をお願いしまし

た。 

深堀地域 

三和地域 

平山・江川地域 

香焼地域 

鶴見台・毛井首地域 

小ヶ倉・ﾀﾞｲﾔﾗﾝﾄﾞ地域 

トラバサミ対策(動物愛護) 
ダイヤランド在住の

市民ボランティアの

方々と、動物の足を

はさむ危険なトラバ

サミの利用規制の周

知のため、市内の商

店を回りました。 



戸町地域 大浦地域 

南山手歩道の壁の整備完了 

南山手自治会の皆

さんから、歩道に

土や石が落ちてく

るので、止めてほ

しいという相談。

この歩道は通学路

でもあります。道

路維持課と現地を

調査し、写真のよ

うに壁を取り付け

る防ぐ事が出来ました。 

がけ崩れ整備実現 
がけの側面が膨

らみ、大丈夫だ

ろうかという地

元の方からの相

談でした。道路

維持課と現地を

調査。出来る所

から整備してい

く事になり、ま

ずは写真の箇所から整備できました。 

2月議会で政策実現 飼い主不明ネコ不妊化事業230万円予算化 

飼い主不明ネコの多く集まる場所において、そ

のすべての猫を対象に個人またはグループが行

う不妊化（避妊・去勢）手術に対する費用を助

成する事が決まりました。 

野良猫が集まって困っている地域や飼い猫が増

えすぎて周辺に迷惑を及ぼしているがどうする

事もできずに困っている高齢者の方など低負担

で殺処分せずに少しづつ頭数を減少していける

ようになります。 

市民の負担はオス・メス共に2000円です。 

助成額：220万円 

    メス18000円×100頭 

    オス 8000円× 50頭 

長崎南地区連の皆さん  

長崎県初 公明新聞有権者比１％達成おめでとうございます！ 

2014年2月27日党員会にて、長崎南

地区連において、3月実配分が長崎県

初となる公明新聞有権者比1％達成し

たとの報告がありました。 

1月16日から2月15日まで、全党員さ

んが団結し、各地域で公明新聞の購

読を訴えてくださいました。最初は

こんな目標は到底難しいと悩んでい

た各地区も少しづつ講読者数が増

え、あと少し、あと少しと粘り強い

声掛けや訪問の結果、これまで県内

でどこもできなかった1％の壁を突破

する事が出来ました。ご支援いただ

いた全ての皆さんに感謝申し上げま

す。本当にありがとうございまし

た。 

啓蒙数    412部 

ポイント  596ポイント 

実配部数  644部 

有権者数  60984人 



長崎市の人口減少問題とは？ 

3月度長崎市定例議会で徹底議論！ 
2014年2月21日金曜日から始まった平成26年度第1回長崎市議会定

例会の中で、一般会計予算約2099億円が審議されました。その中

には、これからの長崎市のカタチを決める重要な大型事業がいくつ

もあり、今後加速する人口減少による財政収入の減少や高齢者人

口増加による福祉サービス費の拡大に対応できるのか等、様々な議

論がなされました。その結果、すぐに結論を出さずに、今後も市民

の方が暮らしやすい街をどう創るかを念頭に市議会としても議論を

継続していく事となりました。 

特に話題となった大型施設 

①MICE施設は建設するべきか。 

②公会堂は存続か廃止か。 

③新市庁舎建設はすぐ始めるべきか。 

長崎市議会公明党の考え 

100年に一度の転換点を迎える長崎市 

長崎市の高齢者割合予測（％） 
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長崎市の人口減少予測（人）

長崎市の人口は、この20年間で約10万人が

減少すると予測されている。 

今後長崎市全体に占める高齢者（65歳以上）

の割合は40％まで達すると予測。 

今後想定される主な大型事業 

超高齢社会に対応できる持続可能な高齢者サービス提

供体制の確立と人口減少を少しでも食い止めるため、

若者の雇用の創出を同時に進めなければなりません。 

今回、MICE施設建設は若者の雇用と長崎市の将来の経

済発展のため重要な施策と考えています。また、公会

堂の存続に関しては、年間維持費を当施設に約7000万

円、ブリックホールに約2億円長崎市が負担している

現状も検討する必要があります。新市庁舎建設におい

ては、総合支所分散計画もあり、建設コストを抑えた

できる限りコンパクトで効率の良い無駄のない庁舎作

りを目指さなければならないと考えています。 

No 施設名 総事業費 

1 新市庁舎建設事業 約200億円 

2 軍艦島整備事業 約10億円 

3 公会堂整備事業 約30億円 

4 市民病院建設事業 約40億円 

5 新西工場建設事業 約80億円 

6 MICE施設 約210億円 

7 長崎駅周辺土地開発 約154億円 

8 JR連続立体交差事業 約88億円 

9 新幹線負担金 約13億円 

10 大黒町筑後町1号線 約40億円 

  計 約865億円 
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長崎市全人口に占める高齢者（65歳以上）の割合予測（％）

MICE施設（NBC住宅展示場周辺予定） 

公会堂は 

築52年。 

維持管理費が

問われる。 

市役所は 

築55年。 

耐震化が

問題。 

MICE施設って何？ 
Meeting（会議研修）Incentive

(会社の報償旅行）Convention

（学会）Exhibition（展示会）

の頭文字を取った略称。今後観

光振興の核となり、若者の雇用

創出等、様々なビジネスチャン

スを生む可能性があります。 
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