
資料２

佐世保市「まち・ひと・しごと創生総合戦略」

これまでの主な成果について



１．施策Ⅰ　２５万人規模の佐世保を未来につなぐふるさと産業づくり
達成度

　成果指標 83.5%
77.8%

目標値 実績値 達成度

6,695,000人 6,012,868人 89.81%

これまでの主な成果【年度】

Ⅰ－①　中核を担う
リーダーの育成と連携
による力強いふるさと

産業の振興

Ⅰ－①－１　観光を
軸とした関連産業づく
りとまちづくり分野にお
ける各主体の連携

ポートセールス振興事業
大型客船対応基盤整備事業
佐世保港国際クルーズ拠点
経営事業
地域農水産物の消費拡大促
進事業
農業生産基盤整備事業
観光客誘致促進事業
観光地域づくり推進事業
伝統産業振興事業
動植物園管理運営事業
九十九島パールシーリゾート
管理運営整備事業
中心市街地活性化事業
世界遺産登録推進事業
文化財の調査・保護・活用事
業
景観形成促進事業
国際戦略推進事業
特定複合観光施設（IR）推進
事業
計画行政推進事業

◎観光課

佐世保市への観光客数

◆ポートセールスの強化により、クルーズ客船の寄港が増加（Ｈ27年度：
39隻→Ｈ28年度：77隻）。

◆平成30年7月供用開始を目指し、16万トン級クルーズ船対応となる
三浦岸壁延伸整備（270m→370m）　【H28～H30】

◆16万トン級クルーズ船観光客に対応するため佐世保港国際ターミナ
ル出入国審査施設の増設（10ブース→14ブース）　【H30】

◆観光関係団体と連携した効果的な観光ＰＲ活動や佐世保観光のブラ
ンド力強化等に取り組んだことにより、H30年の観光客数は過去最高を
記録（H27年：5,919,518人→H30年：6,012,868人）。

◆平成27年度から3ヶ年かけて実施した九十九島PR事業により九十九
島の認知度が向上（H25年度：41%→H29年度：66.3%）

◆H30.4月に「世界で最も美しい湾クラブ」へ加盟認定

◆住んでよし、訪れてよしの観光地域づくりの推進により、地域とともに歩
む観光資源の掘り起こしと受入体制の強化が図られた。また、公益財団
法人佐世保観光コンベンション協会が長崎県内で初となる日本版DMOに
認定された。（平成29年11月）
・観光客受入拠点施設「黒島ウェルカムハウス」整備・供用開始（平成28
年3月）
・「黒島の集落」の世界文化遺産登録（平成30年7月）
・黒島観光客数（H25：1,101人→H30：6,470人）
・俵ケ浦半島：俵ケ浦半島トレイル事業（4ｺｰｽ：俵ケ浦、庵浦、下船越、
野崎）、俵ケ浦半島観光客受入拠点施設「ツッテホッテ」整備・供用開
始（企画部事業）
・江迎：江迎活性化協議会、(一社)地域活性化推進機構設立、観光客
受入拠点施設「おおたや」整備
・宇久：民泊事業拡大（H25：7軒、25泊⇒H30：22軒、384泊

◆中国を中心に、観光やビジネス、学術交流の促進に資する訪問地にシ
ティセールスや、ビジネス連携のための協議を含めた訪問を行った。
【H30】

観光（推定）消費額 1,230億円 957億円

基本的方向性 施策 構成する事務事業
担当課

◎リーダー担当
課

ＫＰＩ（下段はH30年度）

目標値（Ｈ31） 実績値（Ｈ30）
新卒集就職者の市内就職率 34.0% 28.4%



目標値 実績値 達成度
これまでの主な成果【年度】基本的方向性 施策 構成する事務事業

担当課
◎リーダー担当

課

ＫＰＩ（下段はH30年度）

66人 81人 122.73%

113,238千円 132,517千円 117.03%

18件 10件 55.56%

13人 11人 84.62%

商工物産課

創造的技術開発・販路開拓支援事業利用企業数
◆市内企業による海外市場をターゲットとした販路開拓支援を強化する
ため、平成28年度から海外販路開拓事業向けの補助要件を新設し、補
助事業を実施した。

◎商工物産課

人材育成事業利用企業数

◆市内製造業における人材育成及び人材確保を目的とする「戦略産業
人材育成・確保支援事業」を平成28年度に創設。企業や佐世保工業会
の取り組みに補助を行い、支援した【30年度補助9件】。

◆市内企業が県外の優れた人材を確保する取組みを促進する「プロ
フェッショナル人材確保支援事業」を創設【H28】。確保した人材を活用
し、新分野進出や新たな事業展開を図る企業に補助を行い、支援した
【30年度補助1件】。

農業畜産課

農水産物ブランド認定品目の販売金額 ◆新たな農産物の発掘、開発や重点農産物の振興により、さらなる産地
化を強化・育成することにつながり、安全、安心な佐世保産農産物の生
産供給を行った。
1億農産物振興事業対象４品目（いちご、ハウスなす、アスパラガス、き
く）の販売額１１％増【H29】、11.2％増【H30】

Ⅰ－①　中核を担う
リーダーの育成と連携
による力強いふるさと

産業の振興

Ⅰ－①－２　佐世保
の特色を生かした地
場産業・地場企業
（農水産業、製造業）
の振興

付加価値の高い一次産品育
成対策事業
農業担い手育成事業
漁業関連施設の充実事業
特産品の販路拡大事業
海外ビジネス展開支援事業
技術力高度化事業
中小企業経営基盤強化事業

農業畜産課
水産課

新たに農水産関連業に就業（雇用）した人数（25年度か
らの累計） ◆農業次世代人材投資事業を活用し、新規就農者の増加・地域農業の

担い手確保につなげてきた。
　更なる担い手確保を目的とし、45歳以上の新規就農者を対象とした
「新規就農者支援事業」を新設【H29】



目標値 実績値 達成度
これまでの主な成果【年度】基本的方向性 施策 構成する事務事業

担当課
◎リーダー担当

課

ＫＰＩ（下段はH30年度）

765人 778人 101.70%

2,800人 3,051人 108.96%

65.0% 55.1% 84.77%

Ⅰ-③　防衛施設が
所在する地域の特
徴を活かしたふる
さと産業の連携

Ⅰ-③-１　地場産業
の活性化への寄与に
向けた退職自衛官の
再就職促進

基地政策事業 ◎基地政策局

若年退職自衛官の市内企業への再就職率

◆「佐世保市退職自衛官就職促進等連絡会議」の設置【H28年度～継
続】
　自衛隊、商工会議所、地元経済団体、市関係部局により、４半期に１
回の会議を実施し、２１の事業項目を推進（３０年度末時点で、累計１１
回の連絡会議を実施）

→平成２８年度まで５０％を越えられなかった市内就職率が、２９年度５
４．４％、平成３０年度５５．１％（注）と向上傾向にある。

注：平成３０年度の実績値については、令和元年７月時点での暫定値で
ある。（防衛省の就職援護関連規則の改正により、退職後６カ月は再就
職支援ができることとなり、当該年度退職者の実績確定時期は、最長で
翌年度上半期終了後となる。）
　なお、ＫＰＩ実績値（百分率）は微増であるが、退職者数（母数）が２８年
度１６６人、２９年度１６９人、３０年度２１４人と増加する中で、市内企業
就職者の実数は、２８年度８３人、２９年度９２人、３０年度１１８人（令和
元年７月時点）と、堅実に増加している。

◆「防衛省人事教育局と旧軍港四市との連絡会議」の開催【H25年度～
継続】
　毎年度１回、旧軍港四市の取り組み、要望について説明を行うととも
に、再就職促進に係る意見交換を実施。

→防衛省における再就職支援施策検討の参考とされており、特に、「再
就職のための公的資格・免許取得推進」については、関連予算の確保、
時代の要請に応じた新規課目の充実に配慮される等、要望が反映され
ている。

◆創業支援ネットワークによる窓口相談支援、創業セミナー開催。【H28】
（新規創業支援事業）
   →ネットワーク機関（産業支援センター、商工会議所、金融機関等）に
創業相談窓口を設置し、延べ778人（30年度は176人）の創業希望者を
支援した。

Ⅰ-②-２　新たな企
業立地と新しい取り組
みとの連携強化・総
合化

企業誘致推進事業
工業団地整備事業
統合型リゾート誘致推進事業
ＵＪＩターン促進事業

◎企業立地推進
局

立地企業新規雇用計画人数（18年度からの累計）

◆（市営工業団地整備事業（小佐々））→多様な就労の場の確保と雇
用の場の創出のため工業団地「ウエストテクノ佐世保」の造成【H25】、完
売【H30】

◆「効率的な企業訪問」【H25～継続】（企業誘致活動事業）→企業誘
致により多様な就労の場の確保と雇用の場の創出を図ることが目的

◆若年層の移住・定住及び就労を促すことを目的とする「佐世保市奨学
金等返還補助金」制度を創設。【H28】

◆移住支援策として「佐世保市空き家等改修補助金」「佐世保市移住就
業支援助成金」制度を創設。【H28】

◆移住支援策として「佐世保市子育て世帯移住応援助成金」「佐世保
市賃貸住宅入居支援助成金」「佐世保市住宅新築・購入助成金」制度
を創設。【H30】

Ⅰ－②　経済・雇用
に光を見せる新しい
ふるさと産業の創出

Ⅰ-②-１佐世保でだ
れもが創業にチャレン
ジできる環境づくり

中小企業経営支援事業
産学官連携技術振興事業

◎商工物産課

創業支援ネットワークで支援を受けた創業者数（26年度
からの累計）



１．施策Ⅱ　佐世保を、みんなが住みたい「夢をかなえるまち」に
達成度

　成果指標 95.9%
102.0%

目標値 実績値 達成度

8 19 237.50%

120人 2,171人 1809.17%

Ⅱ-①　様々なライフ
スタイル・ライフステー
ジで夢をかなえる「佐
世保暮らし」の実現

市民協働推進事業
国際理解・交流能力育成事
業
教育センター事業
学社融合推進事業
英語シャワー事業
大学等支援事業
労働福祉センター運営事業
交通事業

◎コミュニティ・協
働推進課

まちづくり活動を推進する「場」・社会参画できる「場」へ
の若者の参加者数

Ⅱ-①-１　若い世代
が活躍するまちをつく
る

まちづくり活動を推進する「場」・社会参画できる「場」の
数

◆大学等との連携
・宇久島でのフィールドワーク
・図書館おはなしフェスティバル
・九十九島水族館「海きらら」あまもば広場読み聞かせ
・佐世保市ＰＲ動画の作成
・ねんりんピックイベント運営

◆市民協働交流月間、ファシリテーション研修

◆まちづくり活動報告会　等事業

◆佐世保市PR動画の作成【H28】

◆ねんりんピックのイベント運営【H28】

◆英語関連の取組
・「facebookサセボEチャンネル」による情報発信
・「SaseboExpo」の定期的開催（年2回）【H30～】
・「国際交流大運動会」の定期的開催（年1回）【H30～】
・「英語でロボットプログラミング」の開催【H30】

基本的方向性 施策
担当課

◎リーダー担当
課

ＫＰＩ（下段はH30年度）
これまでの主な成果【年度】構成する事務事業

転出者数 10,707人 10,498人

目標値（Ｈ31） 実績値（Ｈ30）
転入者数 10,209人 9,788人



目標値 実績値 達成度
基本的方向性 施策

担当課
◎リーダー担当

課

ＫＰＩ（下段はH30年度）
これまでの主な成果【年度】構成する事務事業

10件 57件 570.00%

36人 462人 1283.33%

17.10％ 17.68％ 103.39%

30件 16件 53.33%

Ⅱ-①　様々なライフ
スタイル・ライフステー
ジで夢をかなえる「佐
世保暮らし」の実現

市営住宅管理事業
労働雇用対策事業
農業担い手育成事業
意欲ある担い手の育成・支援
事業
ＵＪＩターン促進事業
離島半島振興対策事業
地方創生推進事業
計画行政推進事業

住宅政策推進事業 ◎都市政策課
Ⅱ-①-３　住み始め
やすく、住み続けられ
る居住環境をつくる

Ⅱ-①-２　ＵＪＩターン
を促進し、活躍の場を
つくる

◎地域政策課
（移住サポートプラ

ザ）

空き家バンク登録物件の成立件数（累計）

◆空家バンク
・空き家バンクへの登録・流通を促進するため、町内会等との連携による
事業の周知・啓発や、空き家改修費用の補助制度等を実施。【H28】

・空き家バンクサイトの機能拡充、全国版空き家・空き地バンクへの登
録、全国空き家対策推進協議会への参画、全国イベント「スーパーハウ
ジングフェアin佐世保」や市政懇談会等による周知【H29】

・空き家のお悩み無料相談会の実施【H30】

お試し住宅入居者実績（実績）

◆移住のワンストップ総合相談窓口「させぼ移住サポートデスク」を庁内に
開設【H28】

◆若年層の移住・定住及び就労を促すことを目的とする「佐世保市奨学
金等返還補助金」制度を創設。【H28】

◆移住支援策として「佐世保市空き家等改修事業補助金」「佐世保市移
住就業支援助成金」制度を創設。【H28】

◆中心市街地に移住のワンストップ総合相談窓口「させぼ移住サポートプ
ラザ」を開設。【H29】

◆新たな支援制度として、「佐世保市子育て世帯応援助成金」「佐世保
市賃貸住宅入居支援助成金」、「佐世保市住宅新築・購入助成金」制
度を創設【Ｈ30】

◆農業次世代人材投資事業を活用し、新規就農者の増加・地域農業の
担い手確保につなげてきた。
更なる担い手確保を目的とし、45歳以上の新規就農者を対象とした「新
規就農者支援事業」を新設【H29】

◆漁業技術の取得にかかる支援

◆お仕事情報プラザを開設し、ＵＪＩターン希望者の就労相談及びあっせ
んを実施。【H28】

◆市内企業が県外開催の企業相談会等に参加し、ＵＪＩターン就職を促
進するための「ＵＪＩターン就職促進補助」制度を創設。【H28】

◆県外から本市特定エリアに移住する世帯に対し家賃3か月分を補助す
る制度を創設。【H28】　→　「佐世保市賃貸住宅入居支援助成金」制度
に統合。【H30】

既存住宅流通シェア
【全住宅流通量に占める既存住宅の流通割合】

◆空家対策
・空家等の中古住宅の流通を促進するため、空家等対策計画の策定に
取り組み、関係団体との連携強化を図る。【H28】

・空家等対策計画の策定、空家等対策の推進に関する条例の策定、民
間団体との空家等対策の推進に関する協定の締結、３世代同居・近居
促進事業の創設【H29】

・市民協働事業として空き家活用事業を展開【H28】～【H30】

ワンストップ相談窓口を利用したUJIターン者数（累計）



目標値 実績値 達成度
基本的方向性 施策

担当課
◎リーダー担当

課

ＫＰＩ（下段はH30年度）
これまでの主な成果【年度】構成する事務事業

28.4% 32.0% 87.32%

1,765,000件 2,026,800件 114.83%

Ⅱ-①　様々なライフ
スタイル・ライフステー
ジで夢をかなえる「佐
世保暮らし」の実現

けんこうシップさせぼ2１計画
推進事業
食育推進事業
健康増進事業
国民健康保険特定健康診査
事業
二次予防事業対象者等介護
予防事業
介護予防・日常生活支援総
合事業（費）
医療政策推進事業

Ⅱ-②　「佐世保暮
らし」の情報の効率
的・効果的な発信

Ⅱ-②-１　地域情報
を一体的に発信する

◎情報政策課

市外からの市役所ホームページへのアクセス件数

佐世保市への移住促進と認知度の向上を目的に、以下の取り組みを
行った。
◆市政情報提供事業（インターネット）
・移住希望者向けウェブサイトの構築【H28】
・ＳＮＳを活用した市民参加型の情報発信（ハッシュタグキャンペーン）
【Ｈ30】

◆移住応援ガイドブックの発行【Ｈ28～30】

◆ＳＮＳによる移住や観光に関する情報発信【Ｈ28】

◆情報紙「佐世保時間」（フリーペーパー）の発行【H28～30】

◆観光名誉大使など著名人を活用したPR

◆空き家バンクHPの内容の充実、移住希望者向けサイトとの連携強化
【H28】

市政情報提供事業
市政情報提供事業（インター
ネット）
観光客誘致促進事業
住宅政策推進事業
ＵＪＩターン促進事業

Ⅱ-①-４　健康で心
豊かに、長生きできる
「佐世保暮らし」を実
現する

◎保健福祉政策
課

メタボリックシンドロームの該当・予備群の出現率
◆「健康寿命延伸プロジェクト」については、事業計画書に基づき、民間
事業者と連携して、健康づくりの機会提供や健康経営の推進を行い、市
民の主体的な健康づくりを推進すると共に、健康ポイント事業を試行した
【Ｈ30】

◆国保新規加入者のメタボ該当者は多い（H29：32.9%→H30：38.3%）
が、特定健診受診者に占めるメタボ該当者の割合は微増（H29：31.7%
→H30：32.0%）に留めている。【H30】

◆地域住民が主体となって介護予防活動に取り組む団体への補助
（H30：222団体）を行い、活動を支援。【H29年度～】

◆市内の基幹病院へ内科医を確保するために、大学の医学部と派遣
方法等について協議を行い、Ｈ29.4より内科医３名の派遣を受けることと
なった。



１．施策Ⅲ　多様なライフスタイルにあわせた結婚・出産・子育ての希望をかなえる
達成度

　成果指標 88.0%

目標値 実績値 達成度

80件 117件 146.25%

80人 35人 43.75%

425人 210人 49.41%

15組 2組 13.33%

Ⅲ-①　若い世代の希
望をかなえるまちをつ

くる

Ⅲ-①-２　人生の大
切な人との出逢い・結
婚をかなえるまちをつ
くる

婚活サポート推進事業

◆21組のカップルが成立。【H28】

◆29組のカップルが成立。【H29】

◆25組のカップルが成立。【H30】

◆4組が成婚【H29】

◆2組が成婚【H30】

コミュニティ・協働
推進課

キューピッド役のあっせんにより成立した成婚数

コミュニティ・協働
推進課

独身男女の登録者数 ◆独身男女の登録を増やすために、これまでの取り組みに加えて、あらた
に無料情報誌である「ならでわ」に掲載し、周知実施。【H28】

◆独身男女の登録者の利便性向上のため、毎週土曜日を開庁し閲覧で
きるよう見直した。【H29】

◆個人情報に配慮した場の提供や環境面の改善の必要性から、平成30
年6月から窓口をさせぼ市民活動交流プラザへ移転。【H30】

◎コミュニティ・協
働推進課

キューピッド役の認定者数
◆キューピッド役の公募を市ホームページ、町内会等の班回覧、広報させ
ぼにて実施。

◆キューピッド役の研修を実施。【H28～H30】
H28実績　再任：24名、新任：10名
H29実績　再任：27名、新任：　9名
H30実績　再任：30名、新任：　5名

これまでの主な成果【年度】

Ⅲ-①-１　女性が“キ
ラっと”素敵に輝ける
まちをつくる

女性活躍推進事業
男女共同参画推進啓発事業
子育て支援啓発事業
少子化対応推進事業
次世代育成推進事業
労働雇用対策事業
看護専門学校運営事業

◎人権男女共同
参画課

女性活躍応援宣言登録件数（累計）

◆女性活躍応援宣言登録事業所制度の創設し、市内事業所を訪問して
登録への案内を実施（H30　累計117件）【H27～H30】

◆官民連携のさせぼ女性活躍推進協議会発足【H29】

◆子ども・子育て専用サイト「すくすくSASEBO」を構築。イクボス宣言、子育
て支援に係る情報提供、相談・助言、研修会・講演会の開催など幅広い
子育て支援事業の展開

◆就職の相談や支援を実施しており、H30年度は延べ753件の就職相談
に対し68件の就職決定。

基本的方向性 施策 構成する事務事業
担当課

◎リーダー担当
課

ＫＰＩ（下段はH30年度）

目標値（Ｈ31） 実績値（Ｈ30）
合計特殊出生率 1.91 1.68（概数）



目標値 実績値 達成度
これまでの主な成果【年度】基本的方向性 施策 構成する事務事業

担当課
◎リーダー担当

課

ＫＰＩ（下段はH30年度）

100.0% 98.4% 98.40%

100.0% 100.0% 100.00%

1講座 1講座 100.00%

Ⅲ-②　子どもを産み
育てる希望をかなえ
るまちをつくる

Ⅲ-②-１　安心して
出産できるまちをつく
る

福祉医療支給事業
医療政策推進事業
健康診査事業
育児相談指導事業
養育医療事業
母子保健医療サービス事業
離島地域安心出産支援事業
子ども発達センター事業
子ども子育て応援センター事
業

◆大学医学部と小児科医確保のため寄附講座の設置について協議を行
い、Ｈ29.4より小児科医（１名）の派遣を受けることとなった。

子ども政策課

子ども子育て応援センター相談対応率
◆保健師を始め専門の相談員が、子ども子育てに関する相談や問題に対
し、関係機関との連携を図りつつ総合的な対応を図った。また、ひとり親家
庭の親の資格取得を支援することを通じ就労支援を行った。

医療政策課

寄附講座の設置

◎子ども政策課

４か月児童健康診査受診率

◆母子の心身の異常を早期発見し、健康の増進を図るとともに、育児不安
の解消に努めた。



目標値 実績値 達成度
これまでの主な成果【年度】基本的方向性 施策 構成する事務事業

担当課
◎リーダー担当

課

ＫＰＩ（下段はH30年度）

0人 0人 100.00%

1か所 2か所 200.00%

68か所 68か所 100.00%

42か所 44か所 104.76%

144,800人 130,393人 90.05%

3,000人 2,515人 82.90%

◆会員登録数の実績は次のとおり。
【26年度】2,220名
【27年度】2,442名
【28年度】2,487名
【29年度】2,529名
【30年度】2,515名

◎子ども政策課

子育て支援実施か所数（地域子育て支援センター・認
定こども園）

◆地域子育て支援センター、認定こども園の設置実績は次のとおり。
・地域子育て支援センターの設置実績
　10か所(H31.3末時点)
・認定こども園の設置実績
　34か所(H31.3末時点)

◆新規開設クラブ数の実績は次のとおり。
平成２７年度　　３クラブ
　　　　　　　　（大久保・潮見・福石）
平成２８年度　　４クラブ
　　　　　　　　（広田・木風・清水・春日）
平成２９年度　　５クラブ
　　　　　　　　（花高・黒髪・相浦・針尾・祇園）
平成３０年度　　6クラブ
　　　　　　　　（早岐・大塔・日宇・天神・大野・日野）

◆子育て支援サービス利用者への情報提供・相談・助言や関連機関との
連絡調整、また関連機関職員への研修会実施、親子対象イベント・講演
会の開催、情報誌の発行など幅広い子育て支援事業を展開した。

地域子育て支援センター延利人数

子ども政策課

利用者支援事業実施か所数

◆子ども及びその保護者が、認定こども園・幼稚園・保育所での教育・保育
や、一時預かり、放課後児童クラブ等の地域子育て支援事業等の中から
適切なものを選択し円滑に利用できるよう、身近な場所で支援を行うととも
に、関係機関と連絡調整を実施した。
〔相談等対応件数〕
H28年度　733件
H29年度　639件
H30年度　569件

◆妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ目のない支援として、母子保健
コーディネーター等が妊産婦に対し、相談や訪問による支援を実施した。
◇利用者数（母子保健コーディネーターとママサポーターの合算）
平成29年度　529人
平成30年度　378人

◆各年度4.1時点での待機児童は発生していない。

子ども政策課

ファミリーサポートセンター会員登録数

Ⅲ-②　若い世代の希
望をかなえるまちをつ
くる

Ⅲ-②-３　あたたかく
子育てを支えるまちを
つくる

次世代育成推進事業
ファミリーサポートセンター事
業
地域子育て支援センター事
業
児童センター運営事業
子育て支援啓発事業
育児相談指導事業
名切地区官民連携事業

Ⅲ-②-２　ライフスタ
イルにあわせた子育
てができるまちをつくる

利用者支援事業（子育て支
援）
一時預かり事業
私立保育園・幼稚園等運営
事業
延長保育サービス事業
病児保育事業
児童クラブ事業
幼児教育センター管理運営
事業
ＵＪＩターン促進事業

◎子ども政策課

保育所待機児童数（4月1日現在）

子ども政策課

児童クラブ開設数

子ども政策課



１．施策Ⅳ　住民主体の地域づくりと西九州北部地域の広域連携
達成度

　成果指標 100.0%

目標値 実績値 達成度

89.0% 82.4% 92.58%

100,000人 100,594人 100.59%

コミュニティ活動等支援事業
生涯学習推進事業
生涯学習支援事業
地区公民館活性化事業
市民協働推進事業
新市一体化促進事業
商店街支援事業
地域福祉推進事業

Ⅳ-①　自らの手で自
分たちの地域をつくる

Ⅳ-①-１　住民自ら
による快適で暮らしや
すい地域づくり

◎コミュニティ・協
働推進課

社会教育課

生涯学習事業への参加者数

◆主催講座参加者数
　　(H29) 29,481人　→　(H30) 27,630人

◆公民館職員 社会教育主事講習受講派遣者の増
　　【H28】 1名から3名へ増

◆生涯学習推進事業は地域組織の再編合流に従い、補助金を地域コ
ミュニティ推進事業補助金に統合している段階にある。（R1.7現在25地
区合流済）

町内会等加入率

【H28】
◆町内会活性化ガイドラインの提案
◆町内会等の重要性などに関する情報発信
◆住民異動時などにおける町内会の加入促進
◆地区自治協議会の設立・運営の支援
◆不動産業者との加入促進に向けた協定締結
◆佐世保市地域コミュニティ活性化推進条例（案）の検討
◆各種補助金等による財政支援
◆出前講座・講演会の開催

◆自主的な地域づくり活動への支援（地域力ｱｯﾌﾟ支援事業）【Ｈ28】

【Ｈ29】
◆市内全27地区で地区自治協議会が設立完了
◆地域コミュニティ活性化推進条例の制定
◆第2期地域コミュニティ推進計画の策定
◆集会所等施設整備補助金の制度改善

【Ｈ30】
◆地域コミュニティ活性化推進条例の施行
◆地域コミュニティ推進事業補助金要綱改正及び財政支援の充実
◆地域コミュニティ活性化シンポジウムの開催
◆地区自治協議会運営マニュアル作成・事務局への研修
◆町内会加入促進強化月間への取組

基本的方向性 施策
担当課

◎リーダー担当
課

ＫＰＩ（下段はH30年度）
これまでの主な成果【年度】構成する事務事業

目標値（Ｈ31） 実績値（Ｈ30）
連携中枢都市圏の形成 1件 1件



目標値 実績値 達成度
基本的方向性 施策

担当課
◎リーダー担当

課

ＫＰＩ（下段はH30年度）
これまでの主な成果【年度】構成する事務事業

217団体 214件 98.62%

3件 2件 66.60%

1圏域 1圏域 100.00%

コミュニティ活動等支援事業
生涯学習推進事業
生涯学習支援事業
地区公民館活性化事業
市民協働推進事業
新市一体化促進事業
商店街支援事業
地域福祉推進事業

中心市街地活性化事業
計画行政推進事業

広域連携検討・推進事業

Ⅳ-①　自らの手で自
分たちの地域をつくる

Ⅳ-②　地域でつな
がることでしなやか
で元気なまちを未来

につなぐ

Ⅳ-①-１　住民自ら
による快適で暮らしや
すい地域づくり

Ⅳ-①-２　「まちなか
エリア」の魅力と機能
をエリアマネジメントに
よって強化する

コミュニティ・協働
推進課

Ⅳ-②-１　民間活動
のテーマに即して広域
連携を進める

◎政策経営課

連携中枢都市圏の形成 ◆H28.4に中核市へと移行したことを踏まえて、これまでの周辺自治体と
の連携実績等から、長崎県と佐賀県に跨る都市圏形成を目指し、必要と
考えられる連携事業の可能性等について検討、洗い出しの実施。

◆関係６市７町へ副市長とともに訪問し、連携中枢都市圏の概要等を説
明。連携への理解を求めていった。　【H28】

◆都市圏の名称を「西九州させぼ広域都市圏」に決定し、具体の連携事
業の組み立てを行った。【H29】

◆５市６町による連携中枢都市圏を形成した。【H30】

まちづくり組織による活動件数
◆まちなかの魅力向上を目指した「SASEBOまち元気プラン」の策定
【H26】

◆「まちなかウォーキングスタンプラリー」実施【H27～】

◆「一般社団法人させぼラボ」設立(H29.1.27)【H28】

◆「させぼラボ」が佐世保市からの提案公募型協働事業（空き家活用事
業）を受託し、空き物件の活用を考えるシンポジウム等を開催。（H30）

◆「させぼラボ」がまちなかエリアの価値を高めるため、空き店舗をリノ
ベーションしたチャレンジショップの改修事業に着手。（H30)

◎商工物産課

市民活動団体数

【H28】
◆市民協働交流月間開催
◆ファシリテーション研修開催
◆提案公募型協働事業の実施

【H29】
◆市民協働交流月間開催
◆ファシリテーション研修開催
◆提案公募型協働事業の実施

【H30】
◆市民協働交流月間開催
◆ＮＰＯ・ボランティア等及び市職員を対象とした研修開催
◆提案公募型協働事業の実施


