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イ 高次都市機能の集積・強化

クルーズ船岸壁整備

中心地（名切地区）再整備

研修共同開催

施設・サービス相互利用

ウ 生活関連機能サービス向上ア 経済成長のけん引

都市圏ビジョンのイメージ（３つの役割における施策の方向性及び重点事業）

1

【商工・観光・農水分野】
〇造船業における共通課題解決
〇進出企業と圏域内企業の取引拡大
〇海外ビジネス、異業種交流促進
〇圏域内観光資源連携
〇共同マーケティング・プロモーション
〇海域全体での漁場環境改善・回復
〇農産物の圏域内連携販売

など

広
域
的
施
策
の
方
向
性※

1

（※１）個別事業のみ着目するのではなく、圏域全体の施策の方向性を提示 ⇒ 佐世保市の政策体系に基づき、一旦整理（但し、広域のメリットが見込まれるもののみ）

造船連携

観光連携

【重点事業】
〇日本版ＤＭＯ広域展開
〇栽培漁業の広域促進
〇陶磁器の連携共同事業
〇農水委産物等特産品販売拡大事業
〇観光連携（ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ）

など

重
点
事
業※
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【拠点・ネットワーク分野】
〇医療提供体制の充実
〇医療の質の確保の維持
〇離島航路の利便性向上
〇ゲートウェイ機能強化
（子ども遊び場、港湾整備、拠点公園整備）

〇ＩＲ誘致
など

【農水・環境・医療・教育文化・行政運営分野など】
〇ごみの中長期的な広域処理
〇子育てに係る施設の・機能の相互利用
〇圏域内図書館の相互利用
〇圏域内の事務の標準化・共同化
〇各種研修会の共同開催
〇圏域内への移住・定住

など

【重点事業】
〇名切地区（中心市街地）再整備
〇クルーズ船入港体制整備
〇ＩＲ誘致推進事業
〇九十九島関連事業

など

【重点事業】
〇広域での事務委託、民間活用
〇移住体験ツアーの企画・支援
〇自治体ＰＰＳ（新電力）事業
〇療育機能改善事業
〇図書館の相互利用

など

（※２）都市圏形成の成果として相応しいものを「重点事業」として位置付け。 【重点事業に位置付けられた際の取扱い例】 〇優先的に財源を配分、〇都市圏形成後の効果検証 等



都市圏ビジョンのイメージ（３つの役割における施策の方向性整理及び重点事業）

ア 経済成長のけん引

クルーズ船の訪日観光客を圏域全体で周遊及び交流人口を増加させ、圏域内経済の好循環を目指します。また、造船をはじめとする製造業を強化していくことで、
都市部への人口流出に歯止めをかけるとともに、圏域外からの人口流入に取り組んでいきます。

将来に亘って圏域の力を維持するための施策の方向性を都市圏ビジョンに溶け込ませる

分野 広域化の方向性

商工

・造船業における共通課題の解決、効率性及び生産性を高めていく
・圏域内特産品を相互に販売促進する機会、仕組みづくりを行っていく
・海外ビジネス、異業種交流分野等での研修・セミナー開催を通じた新規創業の機運促進を行っていく
・進出企業と圏域内企業との取引拡大を図ることにより、地域経済への波及効果を求めていく
・中小企業・労働福祉に関する業務を集約することによるスケールメリットを生かしたサービス充実・展開を行っていく
・就職に伴う若年層の流出を抑制することなどを目的として、各市町で取り組む企業誘致を連携して取り組むことにより、圏域内での雇用促進、若者の定着に結び付けていく

観光
・圏域内観光資源を有機的に結び付け、域内交流人口の拡大及び経済活動活性化を検討する
・共通するコンセプトを持った自治体と観光資源を共有し、共同でマーケティング・プロモーションを検討する
・自治体が所管する観光施設は各々が適正に管理することが最適だが、自然保護や自然教育というソフト面での視点によって、各施設の魅力向上に繋げる連携を検討する

農水
・地域農産物の消費拡大促進のため、圏域で連携した販売イベントにより多種多様な商品が揃うことで集客力・認知度・販売力の向上につなげていく
・海域の資源回復が必要であるため、海域全体での栽培漁業の推進等、水産資源の増殖を図る

国際
・市民の国際理解促進事業においては、広域的な観光推進に貢献できる人的体制の整備や、国際人材育成関係のセミナー等の実施募集、基地内大学の募集広報地域の拡大等、
圏域で取り組めるよう検討していく
・海外都市連携（ビジネス連携）においては、圏域内の企業を取り込むことで、連携先の海外都市の企業に対してより精度の高いビジネスマッチング提案を検討していく

都市圏形成の成果として提案していくに相応しいものについて、「重点事業」として位置付ける

連携事業名 性質分類 事業効果

俵ヶ浦半島開発 （リーディングプロジェクト） 観光公園を整備し、クルーズ船観光客をはじめ多くの人を呼び込むことによる南九十九島観光の周遊性の向上

日本版DMOの広域展開 中心機能共同利用 圏域への観光客周遊促進に伴う交流人口、経済活性化

公民連携プラットホームの形成 中心機能共同利用 プラットフォームの共同利用による圏域の公共サービスの向上

栽培漁業の広域促進 中心機能共同利用 圏域の水産資源の保持、種苗供給の安定化、圏域に特化した技術、種苗の開発。

陶磁器の連携・共同展開 共同発信 圏域全体でのブランド化、伝統技術の継承、情報発信の広がり

農水産物等特産品販路拡大事業 共同発信 共同実施による発信力の強化に伴う生産性の向上

観光連携（インバウンド） 共同地域開発 各地域の観光資源を有機的に結び付けることによる訪日外国人観光客の滞在時間延長及び周遊促進

観光連携（マーケティング） 共同地域開発 圏域における観光客の実態調査等の実施によるマーケティング力の強化 2



イ 高次都市機能の集積・強化

年間100万人のクルーズ船客を受け入れ可能な港湾を整備します。
また中心市街地である名切地区の再整備、２次・３次救急医療の医療体制を充実させ高い生活レベルの都市を実現します。

分野 広域化の方向性

拠点・ネット
ワーク

・「医療提供体制の充実」や「医療の質の確保の維持」に向け、広域で取り組んでいく
・離島航路対策では、母港平準化及び利便性の高い運行ダイヤを実現するための協議を継続的に関係自治体と行うことについて、連携事業化を検討する
・ゲートウェイ機能強化を図り、拠点施設（子ども遊び場、港湾整、拠点公園）の整備を進めていく
・地方型ＩＲ事業として、西九州北部地域、ひいては九州全域が一丸となるようなＩＲを実現し、地域経済への波及効果拡大を目指す

連携事業名 性質分類 事業効果

名切地区再整備 （リーディングプロジェクト） 憩いと交流の拠点づくり、中心市街地の賑わいの創出や多様な世代の交流

クルーズ船入港体制整備 （リーディングプロジェクト）
大型化するクルーズ客船に対応した国際クルーズ拠点を形成することによる、国際観光の活性化と観光都市機
能の強化
（クルーズ客船による観光客の増加、観光業をはじめとする地域経済の活性化）

ＩＲ誘致推進事業
（リーディングプロジェクト）

観光産業、製造業、金融等の関連産業の集積が図られ、ビジネス核となることによる地域経済成長

九十九島関連事業
（リーディングプロジェクト）

観光公園を整備し、クルーズ船観光客をはじめ、多くの人を呼び込むことによる南九十九島観光の周遊性向上

3

将来に亘って圏域の力を維持するための施策の方向性を都市圏ビジョンに溶け込ませる

都市圏形成の成果として提案していくに相応しいものについて、「重点事業」として位置付ける

都市圏ビジョンのイメージ（３つの役割における施策の方向性整理及び重点事業）



ウ 生活関連機能サービス向上

人事交流・研修の共同開催等で圏域を担う人材のスキルアップや、図書館等の施設相互利用を推進することで、圏域における住民サービスの向上を実現します。
また、行財政の効率化により、安定した行政運営を図っていきます。

分野 広域化の方向性

農水
・海域の資源回復が必要であるため、海域全体での栽培漁業の推進等、水産資源の増殖を図る
・新規担い手となる人材の確保及び技術研修・着業支援、着業後の離職防止等を圏域全体で図り、漁業者の減少に歯止めをかける
・漁場環境の悪化は海域全体の現象であるため、広範囲での対策が必要であり、現状分析・対策の研究・有効手段の共有等を図り、海域全体の漁場環境の改善・回復を図っていく

環境
・本市のごみ処理施設及びし尿処理施設における処理能力と各市町におけるごみ発生量の動向に基づき、中長期的な広域処理の可能性について検討する
・環境保全活動の推進において、圏域内自治体が連携しながら環境啓発イベントや啓発広報等の事業実施に向け検討する

医療・福祉
・「医療提供体制の充実」や「医療の質の確保の維持」に向け、広域で取り組んでいく
・障がい者に関わる「地域での生活支援」や「社会参加・就労支援」の理解促進、啓発事業について、研修等により広域的に実施していく

子育て
・県の事業(保健所等)と重複するものは、従来どおりの対応が適当である等、事業内容によって広域化の可能性は異なると考えるが、｢療育環境改善」、「ファミリーサポート」、「病児・
病後児保育室の利用」、「幼児教育の充実」等、自治体間における施設・機能の相互利用等を含め検討を進めていく

インフラ（水
道・都市整
備）

・水道の安定供給や下水の安定処理を持続していくため、県の積極的な関与のもと、各自治体の地勢条件、人口、財政状況等を総合的に勘案し、経営基盤の強化につながる広域
連携の形態を検討していく
・関連性のある景観資源のPRのためには、関連市が一体となり情報発信を行うことを検討していく
・相互の景観形成や景観資産の保全を図るため、ﾊﾞｯﾌｧｰｿﾞｰﾝとなるｴﾘｱでの認識共有を検討していく

教育・文化

・共通する文化財に関する情報発信や化財事務に関する共通課題の解決、文化財研修等協議の場を持ち、効率的統一的な業務の推進のほか、職員のスキルを高めていく

・各学校が地域特性（地域・子どもの実態）に応じて学校経営を行うことが最適。ただし、教職員が共通の研修を受講することにより情報共有や指導技術等を錬磨することができ、教
職員の資質向上につなげていく
・圏域の図書館相互利用により利用者の利便性及び文化水準の向上につなげていく
・アルカスＳＡＳＥＢＯは指定管理による運営を行っており、事業の受益者（参加者）が広域に広がることについては、施設の設置目的に適い、持続可能な運営（経営）につながる

防災
・大規模災害時の応急対応は自治体単独では困難になることから、他自治体と協定締結等により普段から支援体制等を構築し、連携しておくことが必要である
・自主防災組織の結成促進や組織の活性化、地域住民への防災意識の高揚などは各自治体がそれぞれ行うべきことであるが、平成29年度から市で実施している防災リーダー養成
講習会等を広域で検討していく

行政運営

・利用者の利便性向上の観点から、圏域内の公共施設情報を共有し、一体的に利用できるよう検討していく
・圏域内でシステム等の標準化・共同化による事務効率化等を図ることができる
・圏域内において、人材育成のノウハウや講師・講演の情報共有や事業の共同実施によるコスト面での削減等を検討していく
・本市及び周辺自治体と大学等が連携を図り、広域的に共通する地域課題解決に向けた共同研究等を目指す。

4

将来に亘って圏域の力を維持するための施策の方向性を都市圏ビジョンに溶け込ませる

都市圏ビジョンのイメージ（３つの役割における施策の方向性整理及び重点事業）



ウ 生活関連機能サービス向上

連携事業名 性質分類 事業効果

広域での事務委託、民間活用 行政事務等集約 スケールメリットによる事務効率化、行政コスト削減

教職員の連携（教育センターの活用） 行政事務等集約 研修機会の増加、内容の共有による教職員の資質の向上

人事交流による職員のスキルアップ・意識醸成 行政事務等集約 圏域職員のスキルアップによる圏域全体の住民サービスの向上

移住体験ツアーの企画・支援 共同発信 圏域の魅力向上による移住・定住人口の増加

移住定住窓口広域圏活用 共同発信 圏域の魅力向上による移住・定住人口の増加

共同移住相談会の企画・開催 共同発信 圏域の魅力向上による移住・定住人口の増加

域内経済循環に資する自治体PPS（新電力会社）事業 共同地域開発 地域内経済循環、地域還元事業の創出による地域振興

病児・病後児保育室の利用に関する連携 施設・サービス相互利用 住民サービスの圏域への広がりによる利便性向上

図書館の相互利用（利用者登録・貸出） 施設・サービス相互利用 住民サービスの圏域への広がりによる利便性向上

図書館の相互利用（貸出・返却の配送サービス） 施設・サービス相互利用 住民サービスの圏域への広がりによる利便性向上

幼児教育センターのサービス提供 中心機能共同利用 幼児教育機能共有による圏域内の教育・保育の質の向上

療育機能改善事業 中心機能共同利用 療育に係るスキル、能力等の提供による域内療育環境改善

分野 広域化の方向性

公共交通 ・他の公共交通事業においては現時点では広域連携の方向性はないが、環境変化に伴う方向性の転換が考えられるため、長期的な事業化検討を進めていく

移住・定住 ・圏域内各地域の魅力を打ち出し、一体感をもった移住定住施策の検討を進めていく

市民生活
・圏域内で啓発セミナー等を実施し、男女共同参画について住民の意識向上を図っていく
・広域化により多くの結婚希望者が出会える場を創設し、婚活イベント等の情報発信を連携することで、成婚者の増が見込まれ、人口減少の抑制に繋げていく

5

都市圏形成の成果として提案していくに相応しいものについて、「重点事業」として位置付ける



4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

協議会
（首長会議）

幹事会
（企画課長会）

手続要件

佐世保市
（事務局）

ビジョン懇談会

平成３０年度スケジュール（案）

協議会
（9～10月）

幹事会
（4/25）

幹事会
（6月）

幹事会
（9月）

懇談会
（7月）

・事業化プロセス
（予算編成準備）

・議案（協約）
・締結式（イベント含）
・周知広報

・予算編成

懇談会
（9月）

・ビジョン案提示
・意見聴取

・ビジョン最終
意見聴取

・協約締結式
・記念イベント

・枠組決定 ・都市宣言
・連携事業（重点事業）
・協約（案） ・ビジョン（案）

・連携事業
・ビジョン（案）

幹事会
（11月上旬）

3

協議会
（仮1/12）

幹事会
（8月）

・都市宣言（案）
・連携協約（案）
・ビジョン案

・連携事業確定
・ビジョン案

4

4 5 6 7 8

3 4

・事業取りまとめ中間報告
・スケジュール
・確認事項

・連携事業内容の
確認（５月末まで）

協約議決
（１４市町）

12月議会

都市宣言

9

幹事会
（1月上旬）

ビジョン公表

10～11月 協約締結後
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連携事業に係る費用負担の考え方について

取組分野 ア 圏域全体の経済成長のけん引 イ 高次都市機能の集積・強化 ウ 圏域全体の生活関連機能サービスの向上

佐世保市 財政支援措置：普通交付税：約1.5億円 財政支援措置：特別交付税：約1.2億円

連携市町 財政支援措置：特別交付税：1,500万円

≪連携中枢都市圏形成による国からの財政支援措置≫

【方針１】 ※取組分野「ア・イ・ウ」共通

１．連携市町職員の一般事務経費（旅費・時間外手当等）については、各市町が負担する。

２．連携市町へ資産形成等、財産の帰属や直接的給付等の受益が発生するものについては、各市町が負担する。

→負担割合は財産・受益の価値等を勘案して個別に判断する。

３．連携事業に係る費用負担については、交付税措置額を勘案しながら検討する。

【方針２】 ※ 【方針１】の適用後

１. 取組分野「ア・イ」に係る連携事業については、普通交付税措置額の上限までは、佐世保市が費用を負担する。

２. 取組分野「ウ」に係る連携事業については、佐世保市と連携市町とで費用を負担することとし、その割合は、当該自

治体に措置される特別交付税の上限額を、当該連携事業に参加する全ての自治体に措置される特別交付税の上限額

の合計額で除して得られる率とする。（※構成自治体数により負担比率は変化）

【方針３】

その他、上記の【方針１及び２】に引照した際、合理的ではないと判断される場合や連携事業費が交付税措置額を超

える場合等は、佐世保市と連携市町との協議により、負担金の算出方法も含め個別に対応する。

例）佐世保市に過度の負担となる場合 ⇒ 応益負担の観点（人口比、基準財政需要額比等） 7



ア 圏域全体の経済
成長のけん引

イ 高次都市機能の
集積・強化

・普通交付税措置は、中心市の責任と役割の観点から中心市にのみ措置され
ており、左記取組については中心市が負担すべき性質と考える（総務省見解）

・普通交付税の算定基礎は、圏域全体人口により算定されていることから、圏
域全体の連携事業費に充当すべき性質と判断。

○中心市の責任
と役割の明確化

≪【方針２－１】の考え方≫

≪【方針２－２】の例示≫

例1）構成自治体数が２自治体（佐世保市とA市） ⇒佐世保市1.2億円＋A市0.15億円＝1.35億円
〔負担比率〕：佐世保市：1.2億円/1.35億円 A市：0.15億円/1.35億円

例2）構成自治体数が３自治体（佐世保市とA市・B町） ⇒佐世保市1.2億円＋A市0.15億円＋B町0.15億円＝1.5億円
〔負担比率〕：佐世保市：1.2億円/1.5億円 A市：0.15億円/1.5億円 B町：0.15億円/1.5億円

※費用負担シュミレーション（事業費：1,000万円の場合）

構成市町
2自治体（1：1） 3自治体（1：2） 4自治体（1：3） 5自治体（1：4） 6自治体（1：5） 7自治体（1：6）

佐世保市 連携市町 佐世保市 連携市町 佐世保市 連携市町 佐世保市 連携市町 佐世保市 連携市町 佐世保市 連携市町

費用負担率 0.89 0.11 0.8 0.2 0.73 0.27 0.67 0.33 0.62 0.38 0.57 0.43

例：事業費

10,000,000 8,888,889 1,111,111
8,000,000

1,000,000

7,272,727

909,091

6,666,667

833,333

6,153,846

769,231

5,714,286

714,286

1,000,000 909,091 833,333 769,231 714,286

909,091 833,333 769,231 714,286

833,333 769,231 714,286

769,231 714,286

714,286

構成市町
8自治体 9自治体 10自治体 11自治体 12自治体 13自治体 14自治体

佐世保市 連携市町 佐世保市 連携市町 佐世保市 連携市町 佐世保市 連携市町 佐世保市 連携市町 佐世保市 連携市町 佐世保市 連携市町

費用負担率 0.53 0.47 0.5 0.5 0.47 0.53 0.44 0.56 0.42 0.58 0.4 0.6 0.38 0.62
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各圏域の都市圏ビジョンに係るＫＰＩ（重要業績評価指標）設定状況 参考４

びんご圏域（福山市） 高梁川流域圏（倉敷市） 石川中央都市圏（金沢市）

指標名 基準値 目標値 指標名 基準値 目標値 指標名 基準値 目標値

経済成長のけん
引

製造業事業所数 2,422箇所

基準値より増加

工業 事業所数 1,581箇所

基準値より増加

各種支援制度の
活用による創業
件数

29件 100件

製造業従事者数 80,535人 工業 従業員数 70,891人 観光入込客数 934万人 1,200万人

製造業粗付加価
値額

9,575億円 商業 事業所数 6,333箇所 外国人宿泊客数 20万人 40万人

総観光客数 20,920千人 商業 従業員数 45,693人

主要観光地観光
客数

8,032千人 9,600千人

観光客の平均滞
在時間

3.74時間 4.50時間

高次都市機能の
集積・強化

看護師等の圏域
内就職率

56.1% 60.0%
JR倉敷駅利用者
数

18,478人/日 基準より増加
コミュニティバス
の相互乗り入れ

1路線 2路線

大卒者の圏域内
就職率

35.7% 40.0% 大学生等の地域
就職率

36.5% 46.5%

生活関連機能
サービスの向上

合計特殊出生率 1.59 1.70 出生者数 6,565人 基準値を維持 人口社会動態 +1,200人 +1,200人

人口社会動態 △1,574人 ±0人 人口社会増 1,697人 0人 合計特殊出生率 1.39% 1.60%

井原鉄道利用者
数

3,009人 基準より増加
住宅支援制度の
活用による県外
からの移住者数

154人 220人

※高梁川流域圏では、事務事業単位までKPI設定を実施


