
連携事業の整理一覧表（長期検討・取り下げ）

1 ドローン活用事業 防災危機管理局

・圏域内の社会インフラ（橋梁等）の効率的な維持管理や、災害時における迅速で効率的な
被害状況の把握
・新産業育成・雇用創出を図るための広域圏でのドローン活用
・特区を利用した規制緩和
・ドローンスクールの設置、各種実証事業など

　庁内にドローン（無人航空機）の活用による行政事務効率化等を研究するための研究会を立ち上げ、ドロー
ンを利用できる業務は何か、ドローン業務を職員が直接操作したほうが良いのか、又は委託が良いのか、産
業創造面で、どういうふうに官から民に働きかけるべきか等を検討している段階であり、行政事務の改善等、
行政としての関わり方が定まっていない状況にあって、連携事業として位置付けることは現時点で困難。

2
社会情勢に即した一般廃棄物処理の
あり方に係る検討

環境部施設課
・各市町における人口動態などによるごみ処理量の変動傾向に基づいて、長期的な取り組
みとしてごみ処理の広域化の検討を行う。

・現在のごみ処理施設は、それぞれの市町におけるごみ発生量に基づいた施設整備を進めていることから、
短中期的な施設統合などによる広域化は困難であると判断している。
・今後、各市町における人口動態などによるごみ処理量の変動傾向に基づいて、長期的な取り組みとして検
討を続けることは有意であると考えられる。
・本市のごみ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、長期的な広域処理
の可能性について検討を行う。

3
広域での事務委託による民間活用の
検討

行財政改革推進局
・共通する行政業務のアウトソーシングの推進等による行政の減量化・効率化。
・財政支出の削減。
・民間活力による新たな産業としての地域経済活性化の検討。

　これまでも民間へのアウトソーシングなど行政事務のスリム化に取り組んできており、今後も引き続き行財
政改革の推進が求められているが、各自治体単独での取組みだけでは効果が出にくいため、進捗していな
い事務等があると考えられる。しかし、広域での取組みとして何が適当な事務であるのか、未だ想定できてい
ない状況である。
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連携事業の整理一覧表（長期検討・取り下げ）

区分 項番 連携事業名
佐世保市
（担当課）

事業概要 長期検討・取下げの理由

1
広域での専門能力連携・共同調達に
よる事務効率化

契約課

・広域での専門人材の活用や共同調達等による事務効率化や行政コスト削減を図る仕組
みづくり。
・医療・観光・外国人対応系コールセンター、各種相談業務の広域連携や、電力・事務用品
等の共同購入の検討。

・他市町企業が落札した場合、地元企業への優先発注ができなくなる。
・各市町においても公共発注は地元企業の生命線であるため、事業実施による他の市町への受注流出は、
業種によっては死活問題となる。
・指名基準等の契約事務制度は、地元企業からの要望等により培われてきた経緯があり、その地域の特殊
性があるため統一化が難しい。

2 神浦～寺島～柳航路の維持・活性化
宇久行政センター産
業建設課

・当該航路の長期的な存続を図るために、港を持つ佐世保市宇久町と小値賀町とが定期
的な協議の場を設けて、より効率的な運航ダイヤの検討等、利便性の向上を図っていく。

　現時点で、協議に上がった航路、ダイヤの変更に関しては改善の緊急性に迫られておらず、アイデア、想定
の域を超えていない。また、島民のニーズや生活形態等を把握する必要があり、そのうえで検討、協議が必
要となるかの判断となるため、即改善に向けた協議実施とならないこと。

3
広域連携会議による継続的な政策形
成

広域都市圏事務局
・連携中枢都市圏形成後においても、協議会（首長会議）・幹事会（企画担当課長会議）・ビ
ジョン懇談会（有識者会議）等の広域的な会議を持続的に実施していく。

・「連携中枢都市圏構想推進要綱」において、連携協約に規定する事項として定められていること。
　＜第５　（２）　⑥宣言連携中枢都市の市長と連携市町村の長との定期的な協議＞
　宣言連携中枢都市の市長と連携市町村の長は、両者の間の丁寧な調整を担保し、取り組み状況に関する
情報を共有する観点から、定期的に協議を行うことを規定するものとする。
・また、既に協議会（規約）、懇談会組織（条例）を設置し、協議を継続することとしている。

4
プロフェッショナル人材プラットフォー
ムの形成

広域都市圏事務局

・各自治体の関係課が各種事業の推進のために必要とする外部人材を効率的に探し出し
たり、特定の外部人材を活用し、共同事業を実施しやすくするための人材プラットフォーム
の形成。
・圏域自治体が持つ外部人材情報を集約したデータベース（クラウド管理）の構築

　長期継続的な人材情報管理が複雑化、形骸化する可能性があり、かえって事務負担のみ増加する恐れが
ある。

5
離島半島地域振興事業（地域おこし
協力隊）

地域政策課
・離島、過疎地域などの地域の課題に応じて地域おこし協力隊を配置
・協力隊事業に関する情報を共有化、圏域自治体間の連携体制の強化

・研修を行い市町間の情報共有を図っていくのみでは、メリットが見いだせず、現時点で具体策がない。
・現在でも、連携自治体以外の市町も含めたマルシェ等の広域的な取り組みも行っており、現体制の中でも、
関係市町に声をかけ個別具体的なイベント等各種取り組みは実施することは可能であり、協約によらず柔軟
に対応できる。
・協力隊の任期は３年であり、長期的事業の計画がたてられない。

6
大学新卒～第二新卒Uターン促進事
業

地域政策課
（移住サポートプラザ）

・Ｕターンの最大ボリュームゾーンである新卒～第二新卒にターゲットを絞ったＵターン施策
の一本的な展開。
・圏域が一体となった九州主要大学へのリクルーティングや、第二新卒向け就職支援制
度、専用奨学金制度の構築。

「広域圏サポーター創出事業」へ第二新卒者をターゲットとした取り組みを包含

7
公共交通活性化プラットフォームの構
築

地域交通課

・公共交通の再生・活性化を圏域全体で実現するための官民プラットフォームの構築。
・関係自治体が連携し、既存交通の効率化や利用促進、新交通システム導入に関するコン
サルティング・各種の事業コーディネートを行う専門人材を配置し、各種事業を一体的に実
施

・本市では、現在市内バス路線に関し再編に向けた取り組みを進めている最中であり、現時点においては、こ
れに注力（人材、財源）すべきであること。
・地理的要因や各自治体における課題や公共交通網形成の背景が異なる状況において、各地域の特性等
に応じて立案すべきシンクタンク的役割を佐世保市が担うこととなり、相応の業務量負担が生じること。
・事業展開に不可欠な専門職員（公共交通に関するの専門性を有する人材）を確保できる可能性が極めて低
いと考えられること。

8
松浦鉄道沿線地域の公共交通の維・
活性化事業

地域交通課
・松浦鉄道及びその沿線地域のバス路線について、それぞれの利活用だけでなく、乗り継
ぎの利便性向上などの相互利用を含めた協議を行う。

・沿線地域で取り組める事業が現時点で見いだせない。
・沿線地域の取り組みとしては、松浦鉄道の支援のため、既存の松浦鉄道自治体連絡協議会（上記６市町、
長崎県、佐賀県）で行っており、協約の枠組みが異なること。

9 アルカスSASEBO文化交流事業 文化振興課
・アルカスＳＡＳＥＢＯが実施している自主プログラムに対し、市町が参加を希望する場合、
市町側での参加住民の取りまとめや送迎を条件に、優先受入れを行うもの。

・アルカスSASEBOの自主事業内容は、毎年変化するため、連携市町が必ず毎年継続的に参加希望するか
不透明であることから、継続性を前提とした連携中枢都市圏の仕組みと折り合わない部分がある。
・連携希望市町とは、毎年のプログラムを共有しながら、ゆるやかな個別事業連携を図ることとする。

10 光の道（光ファイバー）整備促進 情報政策課
・光通信未提供地域への民間通信事業者による光ファイバー網整備促進のための支援制
度の創設、地域間情報通信格差の解消。

　地理的に離れた広域での調達メリットの享受が困難であること、また、５自治体のうち３自治体で既に整備
が進行中であり、佐世保市を含む残り３自治体ではスケールメリットがなく、連携事業の効果が見込めない。

11 航空写真撮影の共同実施事務 資産税課
・本市においては固定資産税課税客体の現況を把握するため固定資産評価替えの3年毎
に航空写真撮影を実施している。これを広域的に実施し相対的なコストを下げ、適正課税
の状態を広く浸透させる。

　各市町ごとに単独実施の場合と共同実施の場合における差額（効果額）比較において、佐世保市を含む８
自治体で削減効果が出たのは２自治体のみであり、共通仕様にした場合、佐世保、川棚、東彼以外の自治
体では撮影の精度が下がることや、写真のシステム取り込みにおいて、仕様の相違により別途調整経費が
発生することにより、連携市町において共同実施による費用削減効果が出ないことが判明した。

12
まちなかのエリアマネジメント（まち元
気協議会等）

商工物産課

・民間主体による
　不動産リノベーションまちづくり（家守）、公共空間利活用、まちづくりマネジメント（事業創
発支援、調査研究・コンサルティング、社会実験等）、啓発・人材育成（勉強会、セミナー、助
言、合意形成支援等）等の活動促進へ向けた支援。

・まちづくり組織の活動は、「地域特有の課題」をビジネスの観点から解消するための研究、仕組みづくりであ
る。組織の性質上、協約で想定される事業により提供・共有されるであろう情報は、内閣府など他の機関が
公表している取組事例集となんら変わらないものであり、各組織が抱える「地域特有の課題」を直接的に解決
するものにはなり得ない。
・想定される情報提供事業による効果は、取組事例集など既存事業での代替えが十分可能なレベルのもの
であり、連携協約を締結して実施する事業の効果はないと判断した。
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連携事業の整理一覧表（長期検討・取り下げ）

区分 項番 連携事業名
佐世保市
（担当課）

事業概要 長期検討・取下げの理由

13 陶磁器の連携した展開 商工物産課
・「肥前窯業圏」活性化推進協議会の事業目的である情報発信、人材育成、普及啓発等の
事業の発展。

・すでに肥前窯業圏活性化推進協議会の枠組みがあり、連携市町以外に唐津市及び長崎県・佐賀県を加え
て産地の連携した事業を展開している。
・現在は平成３２年度までの事業戦略に基づく４つの基本方針のもと、「地域資源の魅力を結びつけたコンテ
ンツの開発」、「コンテンツの商品化につながる取組の推進」、「多様な媒体を活用する戦略的な情報発信と
誘客促進」、「窯業関係者・事業パートナーとの連携強化」、「取組を推進する人材の確保・育成、取組を推進
する組織の構築」等の12の基本施策に結びつく事業について実現可能なものから実施しており、これらの取
組は、自治体だけでなく地元ともうまく連携できており、文化庁からも高評価を得ている。このため、日本遺産
認定効果を後年度において継続して活用していくためにも、協議会活動の継続と取組内容の充実を図ること
が優先されるもの。

14 産官学連携による地域経済発展 商工物産課

・圏域内における中小企業と大学等との人的・知的資源の交流、協働による調査研究・事
業実施。
・産学官連携組織である「西九州テクノコンソーシアム」や「佐世保異業種交流協会」への圏
域内企業の参加促進への支援。

①行政の役割として、産学官連携組織への加入を促進するための情報提供と加入を希望する企業に対する
側面的支援を想定し、行政による費用を伴う事業的な取り組みには至っていない。
②対象となる連携組織は既に佐世保市以外に所在する企業へも門戸を開いている。
③産学官連携組織への参加は、企業の個別の判断によるものである。
以上のことから、連携中枢都市圏の枠組みでの事業実施を待たずとも実施可能であり、自治体間の連携事
業とする協約レベルにないと判断した。

15
ロボット・IoT導入による造船業の労
働生産性の向上

商工物産課
・圏域内の主要産業の一つである造船業の生産効率を向上させるため、圏域内の主要メー
カーから下請企業までの一貫した生産管理システムを構築。
・ロボットやＩｏＴ技術を取り入れ業界全体の底上げを図る。

　造船メーカーに聞き取りを行ったが、IOTやロボットを活用した生産性向上に向けた取組みについては、各
社独自で行い、業界で共同で行う予定はないこと、また、現時点で、自治体と連携して行う事業ニーズはない
とのことであり、取り下げるもの。

16 地域商社設立推進事業 商工物産課
・大都市圏への販路拡大を図るため、ブランディング、営業活動、販売チャネル多角化、共
同搬送体制構築などを担う地域商社の設立

・地域商社は、産地を拠点に活動し単に特産品の販売だけでなく、地域現状の把握と評価によるコンセプトと
具体的な戦略により、生産から開発・加工・販売に至る一連の流れを俯瞰した取組を行うものであり、そのた
めの人材、ネットワーク、財政基盤が必要。
・現時点では、こうした組織は新たに設立するよりも、各地域で現在活躍している既存事業者を支援育成し一
定の機能を有することとなった場合に、事業者間の連携を進めていくことが早道であると判断しており、佐世
保物産振興協会の運営基盤の強化と機能の充実に向けた支援を優先して取り組む。

17
やきもの産地×芸術系大学連携型イ
ノベーション事業

商工物産課
・陶芸産地が連携し、国内外の芸術系大学と連携したイノベーション事業
・当地での創作活動支援や新商品開発などを行う仕組みを構築

①すでに肥前窯業圏活性化推進協議会の枠組みがあり、連携市町以外に唐津市及び長崎県・佐賀県を加
えて産地の連携した事業を展開している。
②肥前窯業圏域の各自治体が出損し昭和６０年に開設した佐賀県立有田窯業大学校と佐賀大学が平成２８
年４月に統合し、佐賀大学に伝統工芸技術者養成教育の伝統を融合させた「芸術地域デザイン学部」が創設
され、「やきもの」を専門とした芸術表現コース、地域デザインコースの課程が設けられていることから、その
波及効果が期待できる。
②協議会においては、現在、日本遺産の認定効果を観光面に生かす取組みが主となっているが、窯業の産
業課題の解決においても、この枠組みを活用し前述の佐賀大学との連携や情勢等に合わせ、可能なものか
ら取り組んでいくことが、日本遺産としての一体感の継続に寄与し、認定効果を広く波及させることに繋がる
ものと考える。
③各産地は、各々の技術とともに生産体制等についても、地域特性を長年の歴史の上に積み重ねて産地形
成し、産地独自のカラーを出した製品づくりやブランディング等を行っている。このため、創作活動や新商品開
発においても産地の特性に合致した地域固有の事業展開による支援が効果を高めるものと考える。
以上のことから、現状においては連携事業として取り組むには至らないと判断した。

18 農業関連補助申請業務事業 農業畜産課
・各市町から県等へ提出する補助申請事務窓口の統一化。
・市町補助率の統一化。

①農産物の産地化については、平成２９年度より、ＪＡ管内において同一農産物（アスパラガス）の選果規格
を統一して出荷販売を行うことで調整済み。
②補助申請業務の事務集約については、平成３０年度より、ＪＡ管内において県が主体となり、まとめて補助
事業等の申請を行うこととなった。
③補助率の統一については、補助率の設定が各市町の「強み」であり、これにより新規就農者（移住定住）の
確保につなげていきたいことから、連携市町の賛同を得られなかった。
以上により、中心市関与の必要性がなくなったこと及び補助率の統一化が困難

19
地域林業活用事業（東彼杵町長提
案）

農林整備課

地域内の森林組合等の連携体制を構築し、関係する木材市場と連携を図り、供給拡大で
のスケールメリットを活かした以下の事業を展開する。
・新たな販路・流通による県産材の需要拡大
・新たな需要の拡大が見込める輸出の拡大
・木質バイオマスの利用促進

①　現在、木材の取引は県森林組合連合会を通して行っており、県全体で一定量を確保することにより、有
利な価格での売買が可能となっているが、県森林組合連合会を通さず、連携市町のみの取り組みとなると一
定量の確保が困難となり、有利な価格での取引ができなくなる。また、需要に対し供給量が追いつかないの
が現状であり、実現は難しい。
②　販路拡大事業についても県森林組合連合会を通じて行っているが、同様に一定のロット数の確保が必要
であるため、県森林組合連合会の事業と別にすることになれば、ロット数の減少につながり、不利益につなが
る。
③　バイオマス施設については、伊万里市に存在しており、納入している実績がある。連携する市町での新
規のバイオマス建設となると、輸送コストの削減にはつながる場合もあるが、既施設との競合が生じデメリット
が大きいと考えられる。
以上により、スケールメリットが小さくなる４市町での連携において、効果がないため取り下げるもの。
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連携事業の整理一覧表（長期検討・取り下げ）

区分 項番 連携事業名
佐世保市
（担当課）

事業概要 長期検討・取下げの理由

20 大村湾活用事業 水産課
・大村産海産物のブランド化と販路拡大を目指し、湾沿岸の関係漁協が一体となったナマコ
等の重点品目のブランド化、セールス・プロモーションを実施。
・将来的に共同仕入れシステム、共同搬送システムの構築を検討し生産性の向上を図る。

・連携市町が面する大村湾の極一部の海域における事業展開では、効果が期待できないこと。
・東彼杵町の漁業者は大村湾漁協に属しており、また、川棚漁協も大村湾漁協と合併を進めていることから、
圏域における漁協の枠組みが異なること。
・「大村湾ナマコ」など、大村湾を明記した商品はすでに流通しており、新規ブランドと現商品との区別化が困
難。
・佐世保市においては大村湾を含む栽培漁業の振興に関する県との連携事業に、また、連携市町においても
大村湾活性化に関する県との連携事業にすでに取り組んでおり、この枠組みにより広い範囲での取り組みを
実施していること。

21 幹線道路ネットワークの整備促進 土木政策・管理課
・圏域内における高規格道路等の整備要望を事業者である国県等へ行っていくにあたり、
圏域全体の地域づくりの方向性をまとめ、それを基に優先度を設定していく。

・西九州自動車道などの規格が高い道路については、圏域内における整備の必要性を共有しやすいが、各
市町域内で実施されるような県道の部分的な改良などは、市民、町民の日常生活と直結している場合が多
く、各自治体の事情・意向があり、圏域内での優先度を決めていくことが極めて困難。
・よって、改めて連携市町の再構成をするのではなく、当面は、これまでの既存の期成会などの連携活動を
継続していくと判断し、連携事業から取り下げることとしたい

22 健康長寿の取組み（地方創生PJ） 健康づくり課

・連携自治体と以下の取組みについて協議・検討を行い、より健康への関心を高められるよ
う地域を越えてサービスを享受できる環境を整えていく（官民連携による）。
・薬局等での簡易測定（血圧計等の設置）、健康教室による企業経営者への健康経営の取
組み勧奨。
・健康ポイント導入検討、「健康ウィーク（秋頃）」の実施。

・連携に向けた事業構築を検討したが、働き盛り世代に直接働きかけるための健康経営の各企業・団体への
普及啓発やイベント等を通して食・運動・測定（健診）の各分野での各種メニューの提供協力企業の開拓など
には新たなマンパワーの確保が必須という課題があり、各市町とも限りある資源で業務を実施している状況
であること、また連携可能な民間事業者も数があまり見い出せないとの意見等を総合的に勘案した結果、連
携事業としての成立が見込めない状況にあることから取下げの判断に至った。
・なお、本事業以外に連携できる事業の可能性について検討したが、新たに見い出すことはできなかった。

23 病院と診療所の役割分担 医療政策課

・県内で情報共有基盤とされている「あじさいネット｣の佐世保県北医療圏における加入率
は12.3％と低い状況。
・今後、県内ＩＣＴへの取組みは「あじさいネット」を基盤として進められていくことが想定され
ることからも、医療連携推進の観点からその推進について検討を行う。
・「あじさいネット」未加入理由調査　→障壁となっている事項把握　→ＩＣＴ化に向けた支援
策構築。

・医療政策は本来、医療計画の策定等、県が行う広域行政の範疇で県が中心となって進めるべきものである
が、地域連携パス等の地域内の病院・診療所の連携については、各自治体とも一定の役割があるとの判断
により、連携事業構築に向けての協議を進めてきたところである。
・しかしながら、協議を進めていく中で、当該事業で提案しているICTの推進については、県内全域での拡充
を求めていく性格が強く、連携事業として課題解決に即時的効果が見出せないこと、また、本市をはじめ連携
市町が「あじさいネット」の事業実施主体ではなく、権限も有していないことから事業効果を見出すことが難し
いということについて精査を行った結果、連携市町共通理解のもと、連携事業取り下げの結論に至ったもの。

24
佐世保市総合医療センターのサービ
ス提供

医療政策課

・下記の事業を通し、医療センターの充実を図り、圏域における安全・安心な医療体制の確
立、医療連携及び医療の質向上に取り組む。
・救命救急センター運営に関するルール策定（関係者の事前合意を得る）。
・圏域として医師の適正配置等を検討し、連携都市として県等へ要望する。
・圏域住民への統一した普及啓発を行い、医療リテラシーの向上を図る。

・医療政策は本来、医療計画の策定等、県が担う広域行政の範疇で県が中心となって進めるべきものである
が、医師確保等については緊急的課題として各自治体が取り組まなければならないものとの判断により、圏
域における連携事業として協議を進めてきたところである。
・しかしながら、協議を進めていく中で、同事業で提案している、医師確保等については、県からの支援や、県
と連携して進めていく性格が強く、連携事業として課題解決に即時的効果が見出せないこと。
・また、単なる負担金ルールの策定等については、現在、負担を求めていない状況がある中で、新たに各市
町に負担を求めることによる便益・効果について、定量的な効果を見出すことが難しいこと。
以上の事柄を精査した結果、各市町の共通理解のもと、事業取り下げに至ったもの。

25 看護師育成と地域定着化の推進 看護専門学校
・地元で看護師として就業する意思を持つ人を、連携自治体（病院があり看護学校がない
自治体）より推薦してもらい、要件（推薦入試に準じる）を満たす人を受け入れ、看護師とな
るための必要な教育を実施。

・本校の教育目的は、看護師になるために必要な質の高い看護教育を行うことだが、地域の医療機関が看
護師の確保に苦慮している状況がある中、新卒看護師の県外流出もあり看護師の地元定着化、人材確保は
重要となっている。
・この事業は、看護師の地元定着化と人材確保を目指すもので、連携市町から看護学校の運営に対して一
定財源の負担(学生1人:30万円 授業料1年分相当)を求めるもの。
・この財源負担について、連携市町は自治体推薦枠での奨学金制度創設の提案と捉えており、連携事業を
検討する中で、従来の奨学金制度と比較して、新制度を創設する負担（例えば、推薦者を選抜する試験等を
実施する必要が生じるなど）を考えると、事業導入効果が薄いと判断された。
・また、看護師の養成、就職に関し、医療機関単独の奨学金制度を設けているところがあることや「医療技術
者等奨学資金補助制度」などの活用で概ねこの連携事業の趣旨は賄うことが可能である。
・さらに、新制度を創設しても卒後教育を含めた卒後の就職先として担っていただく地元医療機関の受け入
れが難しい状況にある。加えて、佐世保市内には看護師の養成機関が３校あり、特定の学校と自治体とが連
携することは、事業実施が困難であるとの連携市町の判断もあった。
・よって、連携事業協議継続の可能性について各連携市町との事業効果を見込めない状況にあることから、
制度を設ける必要性が低いとし、連携事業実施は困難と判断したもの。

25合計
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