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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

 大村市日本でもっとも住みたくなるまちづくり計画 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

 大村市 

 

３ 地域再生計画の区域 

 大村市の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

４－１ 地域の概要 

 長崎県のほぼ中央に位置し、面積は 126.66ｋ㎡、東に多良山系、西に波穏やかな大村湾

を臨む自然豊かな都市である。 

一方、長崎空港、九州横断自動車道大村インターチェンジを有し、更に、九州新幹線西

九州ルートの開業を平成 34 年に控える高速交通の拠点都市でもあり、自然環境と一定の利

便性・快適性が調和した都市といえる。 

このような恵まれた地理的条件や都市機能の充実を背景に平成 17 年に 88,040 人だった

人口は平成 27 年現在 91,548 人と、県下 13 市の中で唯一人口が増加している都市である。 

 平成 23 年度の大村市の総生産額は 2,877 億円で、平成 21 年度の 2,667 億円からは微増

傾向にある。 

 産業別就業人口の推移は図１のとおりとなっており、農業では、野菜・畜産・果実・米

などが主な産品である。水産業では大村湾特産のナマコ・イイダコが有名であるが、漁業

経営体数・漁獲量ともに平成 19

年 179 件、295ｔと比較しても、

平成 23 年度では 160 件、160ｔ

と減少を続けている。製造業では、

出荷額・従業員数ともに減少傾向

にあるものの、市が整備した産業

業務団地「大村ハイテクパーク」

「オフィスパーク大村」への電子

機器・精密機器の製造業者や長崎

県工業技術センターや長崎県環

境保健研究センターなどの研究

機能の集積が進んでいる。 
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図１ 産業三区分別人口の推移（単位：人） 
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商業については、店舗数、販売額ともに平成 9 年の 1,062 店、1,780 億 8,014 万円をピー

クに平成 19 年は 971 店、1,665 億 1,687 万円と減少傾向にあるものの、郊外への大規模店

舗の出店増加により、従業員数は 6,250 人から 7,042 人と増加している。 

 

４－２ 地域の現状と課題  

（人口） 

（１）総人口の推移と将来推計 

大村市の総人口は、昭和 30 年（1955 年）～昭和 45 年（1970 年）の高度経済成長期の

都市圏への流出による人口減少を除くと、年間約 1,000 人の人口増加が続いてきた。 

近年その伸び率は鈍化しているが、増加傾向は続いている。 

しかしながら、国立社会保障・人口問題研究所が行った平成 25 年（2013 年）3 月の推計

によると、大村市の人口は、平成 32 年（2020 年）まで増加が続くが、以降は減少に転じ、

平成 52 年（2040 年）には約 87,000 人まで減少するとされている。 

さらに、人口構成においても、平成 27 年（2015 年）と平成 52 年（2040 年）を比較す

ると、年少人口の割合が 16.1%から 13.3％、生産年齢人口が 60.7%から 55.1%にそれぞれ

減少し、老齢人口が 23.2%から 31.6%に増加するとされており、少子高齢化の更なる進行

が見込まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年代別社会増減  

 昭和 55 年（1980 年）からの社会増減の推移を年齢階級別にみると、子育て世代とその

子どもを中心に転入超過となっている。 

一方、15 歳～24 歳の若年世代が転出超過の状態にある。 

（1980年～2010年は実績） 

出典：2015年～2040 年…国立社会保障人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 25年 3月推計） 

図２ 大村市将来推計人口 
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(課題) 

 大村市は、地理的条件や都市機能の充実など恵まれた環境を背景に人口は増加を続けて

いる都市である。 

しかしながら、国立社会保障・人口問題研究所によると、大村市の人口は、現状のまま

では 5 年後の平成 32 年（2020 年）の 91,582 人をピークに、以降は減少に転じ、平成 42

年（2030 年）は 90,115 人、平成 52 年（2040 年）には 87,077 人まで減少するという推計

が示されている。 

本市では、近年の人口増に伴い南部から北部への人口移動が急速に進み、市街地のスプ

ロール化が顕著となっている。特に中心市街地エリアについては、古くから大村市の中心

として商業・医療・企業・図書館等文化教育施設等が集積しているエリアではあるものの、

平成 7 年から 10 年間で人口が約 100 人減少するなど空洞化が進行するとともに、大型店舗

の郊外への出店が続いており、賑わいが失われている。 

このような中、平成32年（2020年）から人口減少が始まると、南北に広がった市街地エ

リアの人口密度の低下により、都市の生活を支える機能の維持が困難となるおそれがある。 

 一方で、本市には、国立社会保障人口問題研究所の人口推計には反映されていない、長
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崎を中心としたキリスト教関連遺産の世界遺産登録、平成 34 年（2022 年）の新幹線西九

州ルート(長崎ルート)開業、県立市立合築による図書館の整備、新たな工業団地の整備など、

今後の人口増の要因が多くある。 

現在長崎県内の市で唯一人口増加が続き、大村市にとって飛躍の契機となる大きな事業

が控えている今こそ、これまで「日本でもっとも住みたくなるまち」を掲げて独自に取り

組んできた少子化対策や、中心市街地活性化策、高齢者を支える地域づくりなどの施策を、

より強力に、かつ総合的に推進し、人口増加の傾向を可能な限り維持する必要がある。 

 

 (これまでの取組と効果) 

（１）少子化対策 

 大村市では「子育てするなら大村で」をスローガンに掲げ、平成９年に全国に先駆けた

保育料第２子目無料化事業の導入や、競艇事業の繰入金を財源としたこども夢基金を設置

し子育て支援施策に活用するなど、独自の取組を進めることで、先に述べた子育て世代人

口の流入や合計特殊出生率の上昇など、一定の効果を上げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）中心市街地活性化 

 平成 21 年 12 月に中心市街地活性化基本計画（平成 21 年 12 月～平成 27 年 3 月）の内

閣総理大臣による認定を受け、中心市街地の賑わい回復に向けた取組を積極的に進めてき

た。 

住宅、商業施設、広場を整備した「上駅通り地区第一種市街地再開発事業」と、多世代

の市民が交流する市民交流プラザ（上階は市営住宅）を整備する「本町アパート・市民交

流プラザ建設事業」の２つの事業を核とした、2 核 1 モール構想に基づく取組により、平成

６年の 37,567 人から平成 16 年には 7,123 人まで落ち込んでいた歩行者通行量が、26 年度

図４ 合計特殊出生率の推移 
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には 10,355 人まで回復するなど、基本計画の目標値を達成し、一定の活性化が図られた。 

しかしながら、県央都市大村市の中心市街地として、公共交通機関による市内の他地域

や市外からのアクセスが良く、徒歩や自転車での移動が可能な範囲の中で医療や福祉など

の公的サービスや商業施設の集積による多様なサービスなどを享受することが可能な、便

利で快適なまちとまではいえず、賑わいの創出についても整備を行った２施設周辺の限定

的な効果となっている。 

 

【中心市街地活性化基本計画区域】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中心市街地活性化基本計画目標達成の状況】 

目 標 目標指数 基準値 目標値 
最新値 

数値 年月 

１ 居住人口の拡大 居住人口 
2,788 人 

（H20） 

2,910 人 

（H26） 
3,278 人 H27．3 

２ 交流人口の拡大 歩行者通行量 
7,835 人 

（H20） 

8,120 人 

(H26) 
10,355 人 H27．3 

 

 

 

 

本町アパート市民交
流プラザ建設事業 
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（３）市民の健康づくり 

 本市の平均寿命は年々上昇傾向にあり、国・県の平均とほぼ同水準となっている。 

平成15年度から全国に先駆けた取組として、筋力低下を防ぎ要介護化を予防するととも

に、介護予防や健康管理に対する市民の意識の向上を図るため、市のトレーニングルーム

や屋内プールの利用を促進する「シルバーパワーアップ事業」を実施するなど、介護予防

事業に力を入れて取り組んできた。 

その効果もあり、平均寿命と健康寿命（＊算定方法が3方法あり、「日常生活動作が自立

している期間の平均」による方法を用いた場合）の差は、全国平均と比較して短くなって

いる。（図５） 

 しかしながら、今後更なる高齢化率の上昇に加え、平均寿命の延伸が予想されているこ

とから、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年を目途に、重度な要介護状態になっても住

み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・

予防・住まい・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を目指し

ている。 

この方針に基づき、平成 26 年 5 月には大村市医師会、大村東彼歯科医師会、大村東彼薬

剤師会、大村市介護支援専門員連絡協議会と大村市の５者による「地域包括ケアシステム

の構築に向けた包括的連携協定」を提携した。 
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４－３ 地域再生の目標 

 これまで本市が「日本でもっとも住みたくなるまち」を目指して取り組んできた様々な

施策により、県下の市で唯一人口増加の傾向を維持している。 

 しかしながら、15 歳～24 歳の若年層における転出超過の傾向には変化がないことから、

今後も、本市の最大の強みである人口増加の傾向を可能な限り持続させるとともに、減少

傾向に転じた場合でもその減少率を最低限に抑えるためには、市外から大村に「住みた

い！」と想われることに加え、現在大村に住んでいる若者を中心とした市民に「大村に住

み続けたい！」と想われる街づくりを目指す必要がある。 

このため、「大村市日本でもっとも住みたくなるまちづくり計画」を、今後策定する総合

戦略の１つのアクションプランと位置付け、市民を含む全国の誰からも、「大村に住みた

い！（住み続けたい！）」と想われるまちの実現を目指す。 

 

大村市では、全国の誰からも「大村に住みたい！（住み続けたい！）」と想われるまちの

要件を、 

要件１ 豊かな自然と利便性・快適性が調和するまち 

要件２ 暮らしの質を高めることが可能なまち 

要件３ 温かく魅力的な市民が集う元気なまち 

と考え、下記のとおり、目標を設定する。 

 

要件１ 豊かな自然と利便性・快適性が調和するまち 

多極ネットワーク型の秩序あるコンパクトシティを形成し、徒歩や自転車、公共交通に

より移動しやすい、便利で、かつ豊かな自然を維持し環境に配慮した低炭素型のまちを目

指す。 

 

要件２ 暮らしの質を高めることが可能なまち 

 教育・雇用・福祉・医療分野等の環境が充実しており、子どもから高齢者まですべての

市民が、自分らしく成長し、輝き、自分の人生を最期まで自分で選択できる豊かな暮らし

を送ることができるまちを目指す。 

 

要件３ 温かく魅力的な市民が集う元気なまち 

中心市街地を「中心拠点」と位置付け、住む人、訪れる人の賑わいや交流の創出、文化

の発信など、大村市の中心としての役割を担うまち、また、商業、行政、医療、教育機能

など多様なサービスの中心的な役割を担うまちを目指すとともに、住む人や訪れる人が「中

心市街地に行けばワクワクすることが待っている」と想う魅力ある空間づくりを目指す。 
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目標値Ⅰ 平成 31年（5年後）の人口 

      平成 26年時点における推計  91,582人 → 91,882人 

      国立社会保障・人口問題研究所による人口推計と比較し、300人の増加を目指

す。 

 

目標値Ⅱ 産業支援センターを活用した創業者数 

     平成 26年 3月 0人 → 平成 31年度 40人  

      中小企業の経営者や起業希望者を対象に相談・支援等を行う産業支援センタ

ーを新たに設置し、中小企業の活性化を図る。  

 

目標値Ⅲ 在宅等死亡率 

      平成 25年度 23.1％ → 平成 31年度 25.7％  

      高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けることを目的に

地域包括ケアシステムを構築し、在宅医療を推進する。 

 

目標値Ⅳ 中心市街地の歩行者通行量  

平成 26年 3月 10,355人 →平成 31年度 11,000人  

     まちの魅力向上度を測るため、重点的に取り組む中心市街地における歩行者

通行量の増加を目標とする。 

 

５地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

今後、大村市が考える「住みたい！（住み続けたい！）」まちの３つの要件、 

要件１ 豊かな自然と利便性・快適性が調和するまち 

要件２ 暮らしの質を高めることが可能なまち 

要件３ 温かく魅力的な市民が集う元気なまち 

の実現に向け、まず、大村駅やバスターミナルなどの交通拠点機能がある中心市街地エリ

アから、この３要件をすべて満たすまちづくりに取り組む。 

平成 27年３月に終了した中心市街地活性基本計画に基づく取組による賑わい創出効果を

更に高めるため、平成 26 年８月に国の採択を受けた「都市再構築戦略事業」を活用して、

市立県立合築による新たな図書館の整備、起業支援や地域医療支援などの多様なサービス

を提供する複合施設の整備、周辺の道路整備などを一体的に行い、中心市街地の再生を継

続的かつ総合的に進める。 

 

要件１ 豊かな自然と利便性・快適性が調和するまちを実現するための取組 

「都市再構築戦略事業」を活用し、環境に配慮したコンパクトなまちづくりを目指した
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各種事業を実施するため、市では「立地適正

化計画」の策定を進めている。 

現在、人口増により無秩序な市街地の広が

りが顕著になっていることから、今後の効率

的な行政運営や便利で快適な市民生活の維持

のため、計画では地域の実情や市街地の成り

立ちに応じて、４つの「都市機能誘導区域」

を設定する予定としている。 

これらの区域を公共交通で結ぶ多極ネット

ワーク型のコンパクトシティを形成し、持続

可能な都市構造を目指す。 

また、「都市機能誘導区域」の一つである中

心市街地エリアを含む大村南部地区において

は、「中心拠点」と位置付け、立地適正化計画

に基づく道路整備、図書館整備、歴史資料館

整備事業を開始する。 

道路整備により徒歩や自転車で安全に通行

できる道路環境の改善を図るとともに、図書

館や歴史資料館整備により、市民県民に価値

の高い多様なサービスを提供する。（図書館整

備については要件２で説明） 

また、コンパクトシティの一つの柱である

公共交通網の充実のため、平成 27年度に「地

域公共交通網形成計画」を、平成 28年度に「地

域公共交通再編実施計画」を策定し、安心・

安全で利便性が高い地域公共交通体系を整備

する。 

 

要件２ 暮らしの質を高めることが可能なまちを実現するための取組 

 市民の暮らしの質の向上には、教育・雇用・福祉・医療分野の充実が必要である。 

老朽化、狭隘化により、市民のニーズに十分に対応することが困難になってきた市立図

書館について、「都市再構築戦略事業」を活用し、県立図書館との合築による、県民全体の

知の拠点となる新たな図書館及び歴史資料館を整備する。 

 新図書館は「未来へつながる出逢いの広場」を基本理念に、市民の憩いや交流の場の提

供、ビジネス支援サービス、多文化サービスなど、12 項目の機能やサービスの提供に努め

ることとしており、これらのサービスの提供が実現されると、市民や企業、学校など様々
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な主体にとって本を通じた人やコミュニティーの繋がりや多様な知識の習得が可能となり、

図書館を核とした活力が生まれ、新たな文化を生み育てる力となる。 

 新図書館の整備に合わせ、現在の市立図書館との複合施設である市立史料館についても

市立歴史資料館として新たに整備し、博物館の基本的機能（資料の収集、保管・管理、調

査・研究、展示・公開、教育普及）に加え、大村の歴史や文化を市内外に発信するガイダ

ンス機能を有し、市民の主体的な学習活動を支援する生涯学習施設を目指す。 

 

また、大村市の産業の更なる活性化を目指し、新たな工業団地の整備や地場産業の育成

により雇用の場を確保する。 

２核１モール構想（２核１モール構想については要件３で説明）の１核の一つとなる「中

心市街地複合ビル（仮称）」（中心市街地複合ビル（仮称）整備方針参照）の中に、「（仮称）

大村市産業支援センター」を開設し、市の産業経済を中心となって支えている民間事業者

が抱えるビジネスに関する様々な課題に対し相談業務等の支援を行うとともに、起業を望

む市民の起業支援を行い、新たな事業及び雇用の創出を図る。 

センターには市民が個性や能力を発揮し、やりがいを持てる仕事を得ることができるよ

う、経営や企業の相談を行う産業支援コーディネーターを配置するとともに、新たな図書

館のビジネス支援サービスとの密接な連携を図りながら、専門的な支援を行う。 

更に、中小企業の経営者はもとより若者や主婦、学生など起業を望む人が誰でも気軽に

立ち寄ることができるコワーキングスペース機能を設け、情報交換や人的交流の促進、新

たな賑わいの創出を図る。 

 

 一方、高齢化が進行する中、すべての高齢者が住み慣れた地域において生きがいや誇り

を実感しながら健康で安心して過ごすことを目的に、「中心市街地複合ビル(仮称)」内に医

療や介護・看護、生活支援などの包括的な支援やサービスを提供する地域包括ケアシステ

ムの拠点となる施設を整備する。 

地域包括ケアシステムの拠点となる施設のうち、「地域包括支援センター」及び「地域

医療サポートセンター」「大村看護高等専修学校」については、国等の制度を活用して整

備することとしている。 

また、地域包括ケアシステム構築の中心的役割を担う大村市の行政部門である「高齢者・

障害者センター（長寿介護課・障害福祉課）」をはじめとし、医師会が運営する「訪問看

護ステーション」及び医師会・歯科医師会・薬剤師会の各事務所についても、システムの

早期構築と効果的・効率的な運用を図るため、地域包括ケアシステムの拠点施設として「地

域包括支援センター」等と一体的に整備する。 

施設の整備後は、市や医師会などが連携してシステム構築に取り組むとともに、それに

伴う各種事業や医療介護サービスを担う人材の育成を行う。 
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要件３ 温かく魅力的な市民が集う元気なまちを実現するための取組 

中心市街地に位置する商店街について

は、「2 核 1 モール構想」を掲げ、「中心市

街地複合ビル(仮称)の整備」を中心とした

取り組みを進めていく。 

「2核１モール構想」とは、平成24年11

月にオープンした「再開発ビル商業施設 

コレモおおむら」を1つの核とし、平成26

年11月にオープンした「本町アパート市民

交流プラザ」及び旧百貨店ビルであった

「中心市街地複合ビル（仮称）」をもう１

つの核とし、その間にある500ｍのＬ字型

商店街を含めて１つのショッピングモー

ルと見立て、賑わいの創出や交流の促進を

一体的に図ろうとするものである。 

「本町アパート市民交流プラザ」の１階

～４階部分にある市民交流プラザは、「人

と人とがふれあう賑わいの交流施設」をコ

ンセプトに、大型遊具を備えた未就学児の

ための室内遊び場を完備した子育て支援

センターやキッチンスタジオ、市民が自由

に集うことができるフリースペース、150

人規模のホール等がある。 

また、市民交流プラザの正面に位置する「中心市街地複合ビル（仮称）」内には、平成

27年1月にすでに「国際交流プラザ」をオープンさせ、在日外国人と市民との交流や留学等

に関する情報提供などを実施し、賑わいの創出と多文化交流を図っている。 

中心市街地複合ビルの整備事業として、子どもたちの科学の知識を深め創造性を育てる

ことを目的に市が開設している「子ども科学館」の移設や、市民の平和に関する意識を醸

成することを目的に太平洋戦争時代の資料を中心に展示する「文化財展示スペース」の新

設、「カフェ」等の整備を行う。 

「子ども科学館」及び「文化財展示スペース」では、市民交流プラザや国際交流プラザ、

図書館、歴史資料館などと連携し、歴史や文化に関連する講座やイベントなどを継続的に

開催し、市民の学ぶ意欲の向上を図るとともに、カフェやフリースペースでのホッとでき

る空間づくりなどにより、「中心市街地に行きたい！住みたい！」と想えるまちの魅力向

上を図り、賑わいを創出する。 

中心市街地複合ビル(仮称) 
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【参考】中心市街地複合ビル整備事業整備方針                              

 

１ 既存施設概要 

①所在地 大村市本町４５８番地２３ 

②土地面積 2,172.97㎡ 

③建物築年 昭和58年 

④規模構造 鉄骨鉄筋コンクリート造 地下1階地上7階（7階は塔屋のみ） 

⑤建物登記面積 11,494.38㎡ 

２ 整備経過と今後のスケジュール 

平成26年度 土地建物購入 

       改修実施設計 

平成27年度 １～２階改修 

平成28年度 ３階改修 

*5階以上は平成28年度以降事業者が主体となって整備するが、空調、外壁窓設置など基幹的な部分に

ついては市が整備する。 

３ 複合ビル内施設構成一覧 

区分 行政 民間(事業主体名) 

6階 － 大村看護高等専修学校(医師会) 

5階 － 大村市医師会(医師会) 

訪問看護ステーション(医師会) 

居宅介護支援センター(医師会) 

大村東彼歯科医師会(医師会) 

大村東彼薬剤師会(医師会) 

4階 － － 

3階 子ども科学館 

文化財等展示スペース 

産業支援センター 

－ 

2階 高齢者障害者センター 

（長寿介護課・障害福祉課・会

議室・多目的室・倉庫） 

地域包括支援センター 

地域医療サポートセンター（医師会） 

1階 国際交流プラザ【整備済】 カフェ(民間事業者) 

商業施設(民間事業者) 

地階 － － 
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４ 地域包括ケアシステムの構成施設(事業主体) 

 

 

 

 

 

                                           

 

５－２ 特定政策課題に関する事項 

該当なし 

 

５－３ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

該当なし 

 

５－４ その他の事業 

５－４－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

 該当なし 

 

５－４－２ 複数事業と密接に関連させて効果を高める独自の取組 

① 独自の取組として実施する事業 

イ 中心市街地複合ビル整備事業 

事業概要：「中心市街地複合ビル（仮称）」の整備に当たっては、地域包括ケアシステム

の拠点づくりとして長崎県の「地域医療介護総合確保事業」、中心拠点誘導施

設の構成施設となるものに充てる「都市再構築戦略事業」を活用する予定とし

ているが、前述した「住みたい！」まちの要件を実現するための取組効果を更

に高めるため、地域包括ケアシステム構築の中心的役割を担う「高齢者障害者

センター」や、科学に関する展示物や各種教室を開催するための実験設備を備

え、図書館や子育て支援センターと連携して子どもの学ぶ意欲を育てる「子ど

も科学館」、創業者を支援する「産業支援センター」等を一体的に整備する。 

     [改修整備項目] 

      ・高齢者障害者センター 

（長寿介護課、障害福祉課、会議室、多目的室、倉庫） 

      ・子ども科学館 

      ・産業支援センター 

      ・文化財展示スペース 

・通路、トイレ等共有スペース 

・高齢者障害者センター(市)         ・訪問看護ステーション(医師会) 

・地域包括支援センター（市）        ・居宅介護支援センター(医師会) 

・大村東彼歯科医師会（歯科医師会）         ・地域医療サポートセンター(医師会) 

・大村東彼薬剤師会(薬剤師会)                ・大村市医師会（医師会） 
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（他の制度対象部分との面積按分で対象外となる部分） 

      ・テナント物件として民間事業所（商業施設ほか）を募集するために市が実

施する基幹的改修 

実施主体：大村市 

事業期間：平成２７年度～平成２８年度 

 

② 独自の取組と密接に関連して実施する事業 

イ 既存建物活用事業 

事業概要：「中心市街地複合ビル」の２階に、介護保険法に基づき市が設置する「地域包

括支援センター」を整備する。 

実施主体：大村市 

事業期間：平成２７年度 

財  源：都市再構築戦略事業 

 

ロ 地域医療連携拠点機能集積事業 

事業概要：「中心市街地複合ビル」の２階に、すべての高齢者が住み慣れた地域において生

きがいや誇りを実感しながら健康で安心して過ごすことを目的として構築する

地域包括ケアシステムの拠点の１つとして「地域医療サポートセンター」を整

備する。 

     また、６階には、在宅医療を推進するうえで今後より重要となる人材確保及び

育成を目的として「大村看護高等専修学校」を移転整備する。 

実施主体：大村市医師会 

事業期間：平成２７年度～平成２８年度 

財  源：地域医療介護総合確保事業 

 

ハ 市立図書館（県立図書館と合築）整備 

事業概要：「市立図書館」を「中心拠点誘導施設」として位置付け、県民市民の知の拠点

として整備する。 

実施主体：大村市、長崎県 

事業期間：平成２６年度～平成３０年度 

財  源：都市再構築戦略事業 

 

ニ 市立歴史資料館整備 

事業概要：図書館整備に合わせ、図書館内に、大村の歴史に関する資料や情報の拠点施設

として市立歴史資料館を移転整備する。 

実施主体：大村市 
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事業期間：平成２６年度～平成３０年度 

財  源：都市再構築戦略事業 

 

ホ 道路事業 

事業概要：図書館に隣接する中心市街地へのアクセス道路である「市道八幡町線」につい

て、歩行空間の確保や交通渋滞の緩和、利用者及び通行車両のスムーズな誘導

を図るための交差点の改良及び拡幅整備を行う。 

実施主体：大村市 

事業期間：平成２７年度～平成２９年度 

財  源：都市再構築戦略事業 

 

へ 高質空間形成施設事業 

事業概要：図書館に隣接する「市道西本町宮ノ本線」「市道宮ノ本線」「市道三城小学校

前線」の３路線について、来館者及び中心市街地来訪者の歩行空間の安全性向

上を図るため、車道と歩行者通行帯をカラー舗装で区分し、車道部は排水性舗

装を施す。 

実施主体：大村市 

事業期間：平成２９年度～平成３０年度 

財  源：都市再構築戦略事業 

 

ト 創業支援塾開催事業 

事業概要：雇用の場を確保し、新たな事業を創出することにより地域経済の活性化を図る

ため、「大村市創業支援ネットワーク」を設置し、一体的・継続的な創業支援

を行う。 

実施主体：大村市 

事業期間：平成２７年度～ 

財  源：地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 

 

チ 産業支援センター設置事業 

事業概要：各支援機関と一体的・継続的に中小企業の業務相談や創業支援を行うための専

門スタッフを育成し、平成２８年度に整備を予定している「中心市街地複合ビ

ル」３階の産業支援センターに配置する。開所後はセンターの運営を行う。 

実施主体：大村市 

事業期間：平成２７年度～ 

財  源：地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 
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５－４－３支援措置によらない独自の取組 

イ 周辺駐車場整備事業 

事業概要：「中心市街地複合ビル」の利用者用駐車場として、障害者用駐車スペースを整

備する。また、新たに市営駐車場を整備する。 

実施主体：大村市 

事業期間：平成２７年度～平成２８年度 

 

ロ 市民交流プラザ運営事業 

事業概要：「人と人がふれあう賑わいの交流拠点」をコンセプトに市民の交流活動及び子

育て支援などを行う市民交流プラザの運営を行う。 

実施主体：大村市 

事業期間：平成２６年度～ 

 

ハ フレッシュワーク大村運営事業 

事業概要：若年者の就労支援のための施設「フレッシュワーク大村」を長崎県が運営し、

施設の提供及び運営費負担を大村市が行う。 

実施主体：大村市、長崎県 

事業期間：平成２１年度～ 

 

ニ 中心商店街テナントミックス事業 

事業概要：中心市街地の商店街の空き店舗への出店者に対し１年間、家賃の半額を助成す

る。 

実施主体：大村市 

事業期間：平成１２年度～ 

 

ホ 街中にぎわい創出事業 

事業概要：中心市街地に、誰でも自由に交流できるコミュニティスペース「まちかど研究

室」を設置運営するとともに、研究室を拠点にイベント等を開催する。 

実施主体：大村商工会議所 

事業期間：平成１２年度～ 

 

５－５計画期間 

 認定の日から平成３２年３月まで 

 

６ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

６－１ 目標の達成状況にかかる評価の手法 
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 目標値については、今後策定予定の総合戦略と同じ指標を用いる予定としていることか

ら、総合戦略の進捗管理と併せて把握し、達成度を図る。 

 

６－２ 目標の達成状況にかかる評価の時期及び評価を行う内容 

年度 関連事業 現状値 ２７ ２８ ２９ ３０ ３１ 

平成 31年（5年後）

の人口（人） 

中心市街地

複合ビル整

備事業 

91,582 

（26 年時

点の推計） 

91,642 91,702 91,762 91,822 91,882 

産業支援センター

を活用した人の創

業者数累計 (人) 

－ － 10 20 30 40 

在宅等死亡率（％） 23.1 23.6 24.1 24.6 25.1 25.7 

中心市街地の歩行

者通行量（人） 

10,355 

(26 年度) 
10,450 10,550 10,700 10,850 11,000 

 

６－３ 目標の達成状況にかかる評価の公表の手法 

 大村市ホームページにおいて、毎年度目標値の進捗状況を含めた結果の公表を行う。 

 

７ 構造改革特別区域計画に関する事項 

該当なし 

 

８ 中心市街地活性化基本計画に関する事項 

該当なし 

 

９産業集積形成等基本計画に関する事項 

該当なし 


