
平成29年度地方創生関連事業
平成29年度

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 289,141

新卒就職者の市内就職率（総合戦略策定時（H26）30.9％　→　H31:34.0％）

観光（推定）消費額（年次統計）（総合戦略策定時（H26）:1,066億円　→　H31:1,230億円）

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 282,899

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 249,985

佐世保市への観光客数（総合戦略策定時（H26）:5,873,146人→H31:6,750,000人）

1 拡充 観光商工部 商工物産課 伝統産業振興事業 三川内焼振興 パンフレット、窯業圏負担金等 2,613

2 継続 観光商工部 観光課 観光地域づくり推進事業 世界遺産活用推進事業 案内標識設置や観光ＰＲなど 11,720

3 継続 教育委員会 社会教育課 世界遺産登録推進事業 世界遺産登録推進事業
景観整備や教会守設置、長崎県・熊本県と県下６
市２町による共同事業など

11,716

4 新規 観光商工部 観光課 観光地域づくり推進事業 日本遺産活用推進事業 観光ＰＲ（旅行雑誌、新聞広告）など 6,310

5 新規 教育委員会 社会教育課
文化財の調査・保護・活
用事業

日本遺産活用推進事業
「鎮守府」「窯業圏」の日本遺産認定に伴う構成資
産文化財の保存調査、展示啓発

16,500

6 継続 観光商工部 観光課 観光客誘致促進事業 観光客誘致促進事業 クルーズ客船事業者への助成、受入経費 48,080

7 継続 観光商工部 観光課 観光客誘致促進事業 訪日外国人誘致事業
クルーズ客船誘致のためのセールスプロモーショ
ンの強化や外国人環境受入整備

15,052

8 継続 港湾部
みなと振興・管理
課

ポートセールス事業 ポートセールス振興業務 船会社への誘致活動や受入時の保安体制強化 8,296

9 新規 観光商工部 観光課 観光客誘致促進事業
世界で最も美しい九十九
島湾クラブ推進事業

国際的な観光振興機関「世界で最も美しい湾クラ
ブ」への加盟に向けた取組

8,230

10 拡充 企画部 政策経営課 計画行政推進事業 政策企画調整事業
中心市街地まちづくり（名切）、つくも苑跡地活用
に係る検討

12,468

11 新規 企画部 地域政策課 松浦鉄道対策事業
松浦鉄道施設整備事業
費

相浦駅の改修に対する補助 5,000

12 拡充 ○ 農林水産部 農業畜産課 農業生産基盤整備事業 家畜導入促進事業
させぼ生まれ“させぼ育ち”の長崎和牛の高品質
な牛肉の安定供給の推進

4,000

13 継続 観光商工部 観光課 観光客誘致促進事業 九十九島ＰＲ事業費
「九十九島」キャンペーンの展開（認知度向上及
び観光客誘致促進）

100,000
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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 32,914

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）【総合戦略策定時（H26）:22人　→　H31:76人】

農水産物ブランド認定品目の販売金額【総合戦略策定時（H26）:71,000千円　→　H31:122,540千円】

人材育成事業利用企業数【総合戦略策定時（H26）:15件　→　H31:20件】

創造的技術開発・販路開拓支援事業利用企業数【総合戦略策定時（H26）:4件　→　15件】

14 継続 観光商工部 商工物産課 技術力高度化事業 創造・販路支援事業
市内中小企業の海外への販路拡大（海外展示会
への出店に係る経費）に対する補助

3,000

15 継続 観光商工部 商工物産課
中小企業経営基盤強化
事業

戦略産業推進プロジェク
ト

熟練技術者による後継者育成や人材確保に取り
組む企業や団体に対する支援

20,400

16 継続 農林水産部 農業畜産課
付加価値の高い一次産
品育成対策事業

産地化・ブランド化育成
事業

「苺、ハウス茄子、アスパラガス、菊」の４品目の
産地拡大等のための支援

4,954

17 新規 ○ 農林水産部 農業畜産課 農業担い手育成事業 新規就農者支援事業
45～60歳の新規就農者に対する必要な環境整備
に要する費用などの支援

4,560

Ⅰ－②　経済・雇用に光を見せる新しいふるさと産業の創出 6,242

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 6,242

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）【総合戦略策定時（H26）:153人　→　H31:918人】

18 拡充 ○ 観光商工部 商工物産課
産学官連携技術振興事
業

次世代創業者育成プログ
ラム事業

大学や高専等の学生に対する起業家精神の譲
成につながる共同研究事業

480

19 拡充 ○ 観光商工部 商工物産課
産学官連携技術振興事
業

新規創業支援事業
創業者及び創業支援事業者（ＵＪＩターン者の市
内創業含む）に対する支援

5,762

Ⅱ　佐世保を、みんなが住みたい「夢をかなえるまち」に 185,487

転入者数（5年平均、年次統計）【戦略策定時:10,037人　→　H31:5年間平均で170人増】

転出者数（5年平均、年次統計）【総合戦略策定時（H26）10,900人　→　H31:5年間平均で190人減】

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 173,642

Ⅱ-①-１　若い世代が活躍するまちをつくる 26,490

まちづくり活動を推進する「場」・社会参画できる「場」の数【総合戦略策定時（H26）:5　→　H31:10】

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【総合戦略策定時（H26）:75人　→　H31:150人】
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20 拡充 企画部 地域政策課 地方創生推進事業 若者移住定住応援事業
内外の若者に対し、本地域への定住、就職の動
機づけを行うため、奨学金返還支援を行うもの

10,500

21 拡充 教育委員会
学校教育課
教育センター

・国際理解・交流能力育
成事業
・教育センター事業

・国際理解教育推進事業
・教職員の研修・教育研
究

小中学校における英語実践力の育成や教材開
発・モデル校での英語教育研究など

7,814

22 新規 ○ 教育委員会 社会教育課 学社融合推進事業 地域未来塾事業
地区公民館を拠点に、放課後児童・生徒を対象と
して復習をメインとする学習教室を開催

3,048

23 新規 ○ 教育委員会 社会教育課 英語シャワー事業 英語シャワー事業
英語力の向上に資するイベントなど民間主導によ
る各種事業の展開

5,128

Ⅱ-①-２　ＵＪＩターンを促進し、活躍の場をつくる 41,491

お試し住宅入居者実績（実績）【総合戦略策定時（H26）:0件　→　H31:20件】

ワンストップ相談窓口を利用したUJIターン者数（累計）【総合戦略策定時（H26）:9人　→　50人】

24 拡充 ○ 観光商工部 商工物産課 労働雇用対策事業 労働雇用対策費
多様な求職者（新規学卒者やＵ・Ｊ・Ｉターン希望
者、子育て中の助成など）への就職活動支援、在
宅就労促進に対する支援

9,938

25 継続 企画部 地域政策課 離島半島振興対策事業 離島地域移住促進事業
宇久、黒島で中長期入居できるお試し住宅の運
営

700

26 継続 企画部 地域政策課 離島半島振興対策事業
佐世保市がんばらんば応
援隊事業

離島・過疎地域で開催されるイベント応援者への
支援

600

27 継続 都市整備部 住宅課 市営住宅管理事業
市営住宅ＵＪＩターン促進
費（住宅特会繰出金）

県外からの移住者が市営住宅に入居する際の初
期費用を補助（家賃3か月分、敷金免除）

729

28 拡充 ○ 企画部
させぼ移住サ
ポートデスク

UJIターン促進事業 UJIターン促進事業
ＵＪＩターンの促進のための経費（移住空き家改修
補助、移住サポートプラザ整備など）

29,524

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 7,887

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）【総合戦略策定時（H26）:14％　→　H31:18％】

空き家バンク登録物件の成立件数（累計）【総合戦略策定時（H26）:0件→　H31:40件】

29 拡充 都市整備部 都市政策課 住宅政策推進事業 住宅政策推進事業
・「空き家バンク」の運営及び管理、中古住宅への
住み替えに係る補助
・３世代同居・近居促進補助

7,887
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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 97,774

メタボリックシンドロームの該当・予備軍の出現率【総合戦略策定時（H26）:29.2％　→　H31:26.7％】

30 拡充 保健福祉部 医療政策課 医療政策推進事業 医師確保事業
寄附講座を設置し医師を派遣してもらうことやＵＪＩ
ターンを希望する医師の支援など

78,779

31 新規 ○ 保健福祉部 健康づくり課
けんこうシップさせぼ２１
計画推進事業

健康寿命延伸プロジェク
ト

官民連携による健康寿命の延伸を図る 18,995

Ⅱ-②　「佐世保暮らし」の情報の効率的・効果的な発信 11,845

Ⅱ-②-１　地域情報を一体的に発信する 11,845

市外からの市役所ホームページへのアクセス件数【総合戦略策定時（H26）:1,575,357件　→　H31:1,812,000件】

32 継続 総務部 秘書課 市政情報提供事業
佐世保の「まち・ひと・しご
と」情報紙発行経費

佐世保への移住を具体的に検討するきっかけと
なるような情報紙（佐世保時間）の発行

11,845

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 352,138

合計特殊出生率【総合戦略策定時（H26）:1.82　→　H31:1.91】

Ⅲ-①　若い世代の希望をかなえるまちをつくる 12,957

Ⅲ-①-１　女性が“キラっと”素敵に輝けるまちをつくる 7,230

女性活躍応援宣言登録件数（累計）【総合戦略策定時（H26）:0件　→　H31:50件】

33 継続 市民生活部
人権男女共同参
画課

女性活躍推進事業 女性活躍推進事業 女性活躍の意識啓発（推進計画の策定など） 7,230

Ⅲ-①-２　人生の大切な人との出逢い・結婚をかなえる 5,727

キューピッド役の認定者数【総合戦略策定時（H26）:0人　→　H31:100人】

独身男女の登録者数【戦策定時:0人　→　H31:500人】

キューピッド役のあっせんにより成立した成婚数【総合戦略策定時（H26）:0組　→　H31:70組】

34 拡充 市民生活部
コミュニティ・協働
推進課

婚活サポート推進事業 婚活サポート推進事業
仲人（キューピッド）役の育成や結婚を希望する
独身男女に対する相談やお見合い支援

5,727
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Ⅲ-②　子どもを産み育てる希望をかなえるまちをつくる 339,181

Ⅲ-②-１　安心して出産できるまちをつくる 146,556

子ども子育て応援センター相談対応率【総合戦略策定時（H26）:100％　→　H31:100％】

35 継続 子ども未来部 子ども支援課 福祉医療支給事業 福祉医療支給費
福祉医療の支給対象のうち中学校修了前までの
引上げに要する経費

127,772

36

37
新規 子ども未来部 子ども保健課 育児相談指導事業

子育て世代包括支援セン
ター事業
妊娠・出産包括支援事業

妊産婦に対し、
・母子保健コーディネーターによるケアプラン作成
・ﾏﾏｻﾎﾟｰﾀｰによる相談支援
・受託医療機関による産後ケアの実施

18,784

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 191,475

保育所待機児童数（4月1日現在）【総合戦略策定時（H26）:0人　→　H31:0人】

38 拡充 ○ 子ども未来部 子ども支援課
私立保育園・幼稚園等運
営事業

保育所施設整備事業
児童の受け皿確保のための定員増などに係る施
設整備に対する補助

191,475

Ⅲ-②-２　あたたかく子育てを支えるまちをつくる 1,150

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）【総合戦略策定時（H26）:31か所　→　H31:50か所】

地域子育て支援センター延利人数【総合戦略策定時（H26）:125,948人　→　H31:150,000人】

ファミリーサポートセンター会員登録数【総合戦略策定時（H26）:2,263人　→　H31:3,000人】

39 継続 子ども未来部 子ども政策課 次世代育成推進事業
子ども・子育て支援モデ
ル都市化プロジェクト推
進事業

「子ども・子育て支援モデル都市化プロジェクト」
の推進

1,150

Ⅳ　住民主体の地域づくりと西九州北部地域の広域連携 38,846

連携中枢都市圏の形成【総合戦略策定時:-件　→　H31:1件】

Ⅳ-①　自らの手で自分たちの地域をつくる 24,346

Ⅳ-①-１　住民自らによる快適で暮らしやすい地域づくり 24,346

市民活動団体数【総合戦略策定時（H26）:211件　→　H31:221件】

40 新規 ○ 観光商工部 商工物産課 商店街支援事業
魅力ある個店グループ創
出支援事業

情報発信事業、共同販促イベント事業などを活用
したリノベーション事業

1,500

41 拡充 ○ 企画部 政策経営課 地方創生推進事業 地方創生推進事業
地方創生プロジェクトの進捗を図るため、プロジェ
クトの組成や関係団体との調整等を支援（俵ヶ浦
半島活性化プロジェクトなど）

22,846
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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 0

まちづくり組織による活動件数【総合戦略策定時（H26）:0件　→　H31:10件】

- 拡充 企画部 政策経営課 計画行政推進事業 政策企画調整事業
中心市街地まちづくり（名切）、つくも苑跡地活用
に係る検討

再掲

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 14,500

Ⅳ-②-１　民間活動のテーマに即して広域連携を進める 14,500

連携中枢都市圏の形成【総合戦略策定時:-件　→　H31:1件】

42 拡充 企画部
政策経営課（政
策推進センター）

広域連携検討・推進事業
連携中枢都市圏検討事
業

連携中枢都市圏の形成に向けた調査・検討 14,500

地方創生の総括 1,047

43 継続 企画部 政策経営課 地方創生推進事業 地方創生管理事業 総合戦略の進捗管理 1,047

- 企画部 政策経営課 計画行政推進事業 政策研究事業費 「佐世保市まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定 -
866,659
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