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平成３０年９月３日 

佐世保市 
 

資料１ 



 

 

連携中枢都市宣言 

 

長崎県佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、東彼杵町、川棚町、波佐見町、小値賀町、佐々

町、新上五島町、佐賀県伊万里市及び有田町の１２市町は、従来から住民の暮らしに関わる

課題に対して、県境を越えて連携し、互いに力を合わせ取り組んできました。 
 

国内有数の漁獲量を誇る水産業や歴史のある造船業など、産業の集積を生かした経済の連

携強化を図るとともに、近年では、世界遺産に登録された「長崎と天草地方の潜伏キリシタ

ン関連遺産」や、長崎・佐賀両県に跨る日本遺産である「肥前窯業圏」、そして、「世界で最

も美しい湾クラブ」に加盟認定された九十九島など、数多くの魅力ある資源の連携を強化し

てきました。 
 

また、地震が少なく、自然災害に強い土壌と気候に恵まれた地域の中で、私たちは先人た

ちから安全な暮らしや豊かな生活を引き継いできており、これまで育まれてきた産業や歴史

文化、自然などの地域資源は、未来の子供たちに継承すべき大切な財産です。 
 

さて、佐世保市は、海軍鎮守府が設置されて以降、戦前は海軍都市として、戦後は軍商機

能併立、基地との共存・共生を図る一方、人口の集中や工業、商業などの集積が進められ、

医療や消防、観光などの様々な分野で長崎県北部、佐賀県西部の一体的な発展の基礎を築い

てきました。 
 

しかしながら、これまでの各施策を講じても、人口減少、高齢化は本圏域でも顕著で、2045

年には、圏域 48 万人の人口が 34 万人に、高齢化率は 38.4％になると推計されており、地域

経済の縮小と社会保障費などの増大により、行政サービスを持続的に提供できなくなってし

まうことが現実的かつ具体的な課題として懸念されています。 
 

このようなリスクに対しては、豊かな自然や文化、多様な産業や暮らし、そして何より、

これまでの歴史の中で育まれてきた多様性と活力に満ちた「人」を中心に、創造・挑戦する

精神によって、この難局を乗り越えていかなければなりません。 
 

平成 28 年 4 月 1 日、佐世保市は本圏域の中心市となるべく中核市へ移行し、広域的な都

市圏形成に関して、中心的役割を担うべき存在になりました。 
 

これまで以上に、進取の精神を持ち、行政区域の枠を超え、社会的、経済的に関係性のあ

る自治体と横の繋がりを築き、医療や交通、産業といった分野において、圏域内の行政サー

ビスや都市機能を効率良く活用しながら、地域の社会・経済のリーダーとして持続的に支え

ていくことが必要です。 
 

さらには、グローバル化が進展する中で、地理的に東アジアに開かれた優位性を活かし、

圏域全体を将来的に成長・発展させていく役割も求められます。 
 

このことを踏まえ、佐世保市は、構成市町の個性を尊重しつつ、圏域全体の都市機能や経

済を牽引し、住民の皆様の暮らしを支えると同時に、この圏域の豊かで実りある未来と、一

体的共生社会を築くため、多様性と創造・挑戦・進取の精神をもって、本圏域の中心市とし

て力を尽くしていくことをここに宣言します。 

 

平成３０年９月３日 
佐世保市長 朝長 則男 
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１ 圏域の現在の人口と将来推計人口 

 

構成市町名 

現在の人口 将来推計人口（人） 
増減率（％） 

（H27→H57） 平成 27 年 

（2015 年） 

平成 37 年 

（2025 年） 

平成 47 年 

（2035 年） 

平成 57 年 

（2045 年） 

佐世保市 255,439 239,819 221,512 202,094 △20.9 

平戸市 31,920 25,964 20,430 15,440 △51.6 

松浦市 23,309 19,547 16,034 12,741 △45.3 

西海市 28,691 24,092 19,787 15,801 △44.9 

東彼杵町 8,298 7,154 6,015 4,829 △41.8 

川棚町 14,067 12,690 11,043 9,293 △33.9 

波佐見町 14,891 13,902 12,675 11,360 △23.7 

小値賀町 2,560 1,913 1,376 942 △63.2 

佐々町 13,626 13,235 12,437 11,473 △15.8 

新上五島町 19,718 15,017 11,083 7,685 △61.0 

伊万里市 55,238 50,588 45,566 40,270 △27.1 

有田町 20,148 18,242 16,135 13,936 △30.8 

圏域合計 487,905 442,163 394,093 345,864 △29.1 

（出典）平成 27 年国勢調査、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 30 年 3 月公表）  

 

２ 佐世保市への通勤通学割合 

 

(1) 佐世保市に対して従業又は通学する就業者数及び通学者数を、常在する就業者及び通学

者で除して得た数値が 10％以上であり、佐世保市と連携する意思を有する市町の名称 

（％） 

市町名 佐々町 川棚町 波佐見町 西海市 

通勤通学率 44.7 24.1 21.1 10.2 

（出典）平成 27 年国勢調査  

 

(2) 上記のほか、佐世保市の近隣にあって、佐世保市と連携する意思を有する市町の名称  

（％） 

市町名 平戸市 松浦市 東彼杵町 小値賀町 

通勤通学率 7.2 8.2 8.4 0.1 

市町名 新上五島町 伊万里市 有田町  

通勤通学率 0.1 1.9 7.9  

（出典）平成 27 年国勢調査  
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３ 圏域内の都市機能の集積状況・利用状況 

 

(1) 医療 

 ①医療機関                               （単位：施設） 

市町名 

 病 院  
一般 

診療所 

歯科 

診療所 

人口 1 万人 

あたり医師数 

（人／万人） 一般 精神 合計 

佐世保市 20 6 26 225 138 25.9 

平戸市 6 1 7 18 13 15.7 

松浦市 3 0 3 13 9 10.3 

西海市 1 1 2 25 11 12.5 

東彼杵町 1 0 1 7 4 16.9 

川棚町 1 0 1 13 6 26.3 

波佐見町 1 1 2 12 7 15.4 

小値賀町 0 0 0 1 1 7.8 

佐々町 0 1 1 12 7 11.7 

新上五島町 1 0 1 14 11 14.7 

伊万里市 8 2 10 40 27 15.9 

有田町 1 0 1 20 9 18.4 

合計 43 12 55 400 243 20.9 

 （出典）厚生労働省平成 28 年度医療施設調査、平成 28 年医師・歯科医師・薬剤師調査、平成 27 年国勢調査  

 

 ②医療体制 

項目 市町名 病院名 

三次救急医療体制 佐世保市 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター 

二次救急医療体制 

佐世保市 

地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター 

独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院 

地方独立行政法人 北松中央病院 

社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 

医療法人光省会 福田外科病院 

国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院 

医療法人アリス会 京町内科病院 

医療法人雄人会 三川内病院 

医療法人是心会 久保内科病院 

特定医療法人雄博会 千住病院 

医療法人篤信会 杏林病院 

医療法人わかば会 俵町浜野病院 

平戸市 

国民健康保険 平戸市民病院 

医療法人青洲会 青洲会病院 

平戸市立生月病院 

医療法人医理会 柿添病院 

 



3 

 

 

項目 市町名 病院名 

二次救急医療体制 

松浦市 医療法人社団壮志会 押渕医院 

川棚町 独立行政法人国立病院機構 長崎川棚医療センター 

小値賀町 小値賀町国民健康保険診療所 

新上五島町 長崎県上五島病院 

伊万里市 

医療法人社団再整会 口石病院 

医療法人幸善会 前田病院 

医療法人二期会 小島病院 

医療法人朋友会 山口病院 

医療法人精仁会 隅田病院 

社会医療法人謙仁会 山元記念病院 

医療法人光仁会 西田病院 

独立行政法人地域医療機能推進機構 伊万里松浦病院 

有田町 伊万里有田共立病院 

初期救急医療体制 

（休日夜間急患センター）  

佐世保市 佐世保市立急病診療所 

伊万里市 伊万里休日・夜間急患医療センター 

地域周産期母子医療センター 佐世保市 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター 

災害拠点病院 

佐世保市 

地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター 

独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院 

地方独立行政法人 北松中央病院 

新上五島町 長崎県上五島病院 

有田町 伊万里有田共立病院 

長崎 DMAT 指定病院 

佐世保市 

独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院 

地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター 

地方独立行政法人 北松中央病院 

川棚町 独立行政法人国立病院機構 長崎川棚医療センター 

新上五島町 長崎県上五島病院 

がん診療連携拠点病院  佐世保市 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター 

がん診療連携推進病院  佐世保市 社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 

高次脳卒中センター 佐世保市 地方独立行政法人 佐世保市総合医療センター 

地域脳卒中センター 佐世保市 
独立行政法人労働者健康安全機構 長崎労災病院 
社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 

認知症疾患医療センター  佐世保市 社会医療法人財団白十字会 佐世保中央病院 

（出典）各自治体聞き取り調査 
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(2) 高等教育機関、研究機関 

 ①高等教育機関（大学・短期大学・高等専門学校・専修学校） 

分類 名称 学部・学科 学生数 

大学 

公

立 

長崎県立大学 

佐世保校 

経営学部 
経営学科 437 

1,934 

※1 

国際経営学科 192 

地域創造学部 
公共政策学科 372 

実践経済学科 403 

経済学部 

経済学科 190 

地域政策学科 170 

流通・経営学科 170 

私

立 
長崎国際大学 

人間社会学部 
国際観光学科 949 

2,275 

※2 

社会福祉学科 251 

健康管理学部 健康栄養学科 336 

薬学部 薬学科 739 

国

立 

国立大学法人

佐賀大学 

（有田キャンパス）  

芸術地域 

デザイン学部 

芸術地域デザイン学科

（有田セラミック分野） 

27 

※3 

短期大学 
私

立 
長崎短期大学 ― 

食物科 110 

501 

※2 

保育学科 240 

国際コミュニケーション学科  134 

専攻科 17 

高等専門学校 
国

立 

独立行政法人

国立高等専門

学校機構 

佐世保工業 

高等専門学校 

― 

機械工学科 214 

851 

※2 

電気電子工学科 209 

電子制御工学科 214 

物質工学科 214 

専修学校 

佐世保市立看護専門学校、佐世保市医師会看護専門学校、九州文化学園

歯科衛生士学院、こころ医療福祉専門学校佐世保校、九州文化学園調理

師専門学校、佐世保美容専門学校、専門学校させぼ公務員オブビジネ

ス、専門学校公務員ゼミナール佐世保校、伊万里看護学校  

9 

(校数) 

（出典） 学生数は各学校 HP 公表値、専修学校は長崎県・佐賀県 HP 公表データ 

   ※1 平成 30 年 3 月 31 日現在 ※2 平成 30 年 5 月 1 日現在 ※3 大学聞き取り調査  
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②各種研究機関 

分類 所在地 施設名 

水産 

佐世保市 

長崎県栽培漁業センター（県） 

佐世保市水産センター 

佐世保市宇久栽培漁業センター 

小値賀町 
小値賀町アワビ種苗センター、小値賀町あわび館（水産加

工室） 

新上五島町 新上五島町アワビ中間育成施設 

農業 

佐世保市 佐世保市食肉衛生検査所 

平戸市 長崎県肉用牛改良センター（県） 

西海市 
西海市江島農産加工センター 

西海市西彼農村環境改善センター 

川棚町 長崎県川棚食肉衛生検査所（県） 

東彼杵町 長崎県農林技術開発センター茶業研究室（県） 

小値賀町 小値賀町担い手公社、小値賀町農産物加施設 

新上五島町 新上五島町家畜診療所 

窯業 

波佐見町 長崎県窯業技術センター（県） 

有田町 
佐賀県窯業技術センター（県）、佐賀大学肥前セラミック

研究センター 

環境 
西海市 西海市炭化センター 

伊万里市 佐賀大学海洋エネルギー研究センター 

   （出典）各種公開情報 
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(3) 行政機関（国） 

府省名 所在地 主な施設 

財務省 
佐世保市 佐世保税関支署、福岡財務支局佐世保出張所 

伊万里市 伊万里税関支署 

法務省 

佐世保市 長崎地方法務局佐世保支局、長崎保護観察所佐世保駐在事務所  

平戸市 長崎地方法務局平戸支局 

伊万里市 佐賀地方法務局伊万里支局 

厚生労働省 

佐世保市 

佐世保公共職業安定所、佐世保労働基準監督署、佐世保職業能力

開発促進センター、江迎公共職業安定所、江迎労働基準監督署、

ハローワークプラザ佐世保 

松浦市 松浦市地域職業相談室 

西海市 長崎公共職業安定所西海出張所 

伊万里市 伊万里公共職業安定所、伊万里労働基準監督署 

環境省 佐世保市 九州地方環境事務所佐世保自然保護官事務所 

国土交通省 
佐世保市 

九州運輸局長崎運輸支局佐世保海事事務所、九州運輸局長崎運輸

支局佐世保自動車検査登録事務所、自動車検査独立行政法人九州

検査部佐世保事務所、長崎河川国道事務所佐世保国道維持出張

所・西九州道推進室 

伊万里市 九州地方整備局唐津港湾事務所建設管理官室 

防衛省 
佐世保市 

海上自衛隊佐世保地方総監部、海上自衛隊第二護衛隊群司令部、

九州防衛局佐世保防衛事務所、自衛隊佐世保病院、自衛隊長崎地

方協力本部佐世保出張所、陸上自衛隊相浦駐屯地、自衛隊早岐小

銃射撃場、佐世保史料館 

新上五島町 自衛隊長崎地方協力本部上五島駐在員事務所 

海上保安庁 

佐世保市 佐世保海上保安部、第七管区海上保安本部佐世保浮標基地  

平戸市 平戸海上保安署 

伊万里市 伊万里海上保安署 

国税庁 

佐世保市 佐世保税務署 

平戸市 平戸税務署 

伊万里市 伊万里税務署 

気象庁 
佐世保市 佐世保特別地域気象観測所 

平戸市 平戸特別地域気象観測所 

林野庁 
佐世保市 長崎森林管理署世知原森林事務所 

伊万里市 佐賀森林管理署伊万里森林事務所 

検察庁 

佐世保市 長崎地方検察庁佐世保支部・佐世保区検察庁 

平戸市 長崎地方検察庁平戸支部・平戸区検察庁 

新上五島町 長崎地方検察庁新上五島区検察庁 

伊万里市 佐賀地方検察庁伊万里区検察庁 

裁判所 

佐世保市 
長崎地方裁判所佐世保支部、長崎家庭裁判所佐世保支部、佐世保

簡易裁判所 

平戸市 
長崎地方裁判所平戸支部、長崎家庭裁判所平戸支部、平戸簡易裁

判所 

新上五島町 新上五島簡易裁判所、長崎家庭裁判所新上五島出張所 

伊万里市 伊万里簡易裁判所 

（出典）各種公開情報 
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(4) 産業別の事業所数・従業者数                  （単位：事業所、人） 

市町名 
農林業 水産業 製造業 卸売業・小売業 

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 

佐世保市 25 261 38 810 607 9,093 3,158 22,459 

平戸市 17 140 14 260 130 1,242 512 2,078 

松浦市 6 55 38 293 77 2,018 332 1,518 

西海市 28 285 8 71 96 2,642 306 1,641 

東彼杵町 2 14 - - 38 553 81 417 

川棚町 1 8 - - 54 1,293 155 697 

波佐見町 2 21 - - 379 3,019 218 1,407 

小値賀町 2 6 1 10 13 46 50 142 

佐々町 2 35 1 4 39 1,722 214 1,237 

新上五島町  4 48 20 226 96 502 390 1,524 

伊万里市 11 190 3 18 272 7,837 702 4,439 

有田町 3 37 - - 311 3,075 465 2,049 

合 計 103 1,100 123 1,692 2,112 33,042 6,583 39,608 

（出典）平成 26 年経済センサス基礎調査 

 

 

(5)産業別の総生産額                          （単位：百万円） 

市町名 農林業 水産業 製造業 卸売業・小売業 

佐世保市 5,059 7,406 45,783 112,505 

平戸市 2,274 6,193 3,922 6,840 

松浦市 1,863 781 12,363 7,514 

西海市 5,001 529 34,800 4,231 

東彼杵町 1,270 24 4,188 1,145 

川棚町 801 15 7,187 2,317 

波佐見町 589 - 7,320 3,497 

小値賀町 311 223 30 428 

佐々町 321 1 14,277 4,136 

新上五島町 231 5,088 1,326 5,140 

伊万里市 4,537 117 112,808 13,185 

有田町 1,039 - 12,624 5,732 

合 計 23,296 20,377 256,628 166,670 

（出典）平成 26 年度長崎県・佐賀県市町民経済計算  

  



8 

 

 (6) 公共交通等 

①主な公共交通機関 

種類 施設名又は事業者名 

バス 

【佐世保市】西肥バス、佐世保市営バス、させぼバス、宇久観光バス 

【平戸市】平戸ふれあいバス、生月バス、大島ふれあいバス、YOKARO 

【松浦市】西肥バス、のりあいバス、鷹島タクシー、昭和バス 

【西海市】さいかい交通 

【東彼杵町】東彼杵町町営バス 

【小値賀町】小値賀交通 

【新上五島町】西肥バス 

【伊万里市】西肥バス、昭和バス、いまりんバス 

【有田町】有田町コミュニテイバス 

鉄道 九州旅客鉄道（JR）、松浦鉄道（MR） 

港湾 

（重要港湾、

地方港湾） 

【佐世保市】佐世保港、早岐港、臼ノ浦港、江迎港 

【平戸市】平戸港、川内港、古江港、大島港、田平港 

【松浦市】調川港、松浦港、下田港、福島港、床浪港、神崎港  

【西海市】宮浦港、瀬川港、七ツ釜港、面高港、太田和港、崎戸港、瀬戸港、松島

港、大瀬戸柳港、肥前大島港 

【佐々町】佐々港 

【川棚町】川棚港 

【東彼杵町】彼杵港 

【新上五島町】青方港、有川港、若松港、郷ノ首港、曽根港、榎津港、小瀬良港 

【伊万里市】伊万里港 

高速道路の主

要インターチ

ェンジ 

≪西九州自動車道、長崎自動車道≫ 

【佐世保市】相浦中里、佐世保中央、佐世保みなと、佐世保大塔、佐世保三川内 

【松浦市】今福、調川 

【佐々町】佐々 

【波佐見町・有田町】波佐見有田 

【東彼杵町】東そのぎ 

【伊万里市】南波多谷口、伊万里東府招、山代久原 

（出典）各自治体への聞き取り調査 

 

②主な公共交通機関利用者数 

公共交通機関 利用者数 出典年度 

JR（佐世保駅） 1,436,254 人 平成 29 年度 

MR（松浦鉄道） 1,680,669 人 平成 29 年度 

佐世保市営バス（させぼバス含む） 8,825,689 人 平成 29 年度 

西肥バス 8,599,736 人 平成 29 年度 

（出典）佐世保市資料 
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（7）商工業施設、金融機関等 

種類 施設・機関名又は施設数 

大規模小売店舗 

（10,000 ㎡以上） 

【佐世保市】イオン大塔店（ショッピングセンター）、させぼ五番街（ショッピング

センター）、コメリホームセンター佐世保店（ホームセンター）、イオン佐世保店

（総合スーパー）、佐世保玉屋（百貨店）、ホームセンターコーナン大塔店（ホー

ムセンター） 

道の駅 【佐世保市】させぼっくす９９ 

【平戸市】生月大橋、昆虫の里たびら 

【松浦市】松浦海のふるさと館、鷹ら島 

【西海市】西海みかんドーム 

【東彼杵町】彼杵の荘 

【伊万里市】伊万里 

主な工業団地 【佐世保市】ウエストテクノ佐世保、佐世保相浦工業団地、佐世保テクノパー

ク、佐世保ニューテクノパーク、御橋工業団地 

【平戸市】平戸市工業団地、平戸下中野工業団地 

【松浦市】松浦市東部工業団地、堂山地区工業団地、平野工業団地、今福工

業団地 

【西海市】パールテクノ西海 

【波佐見町】波佐見テクノパーク、波佐見町営工業団地 

【佐々町】小浦工業団地、神田工業団地 

【東彼杵町】東そのぎグリーンテクノパーク、赤木工業団地 

【伊万里市】伊万里団地、久原工業団地、里工業団地、七ツ島工業団地、長

浜工業団地 

【有田町】 

金融機関 

※カッコ内は圏域内

店舗数 

親和銀行（32）、十八銀行（18）、長崎銀行（3）、福岡銀行（1）、西日本シティ銀

行（2）、西海みずき信用組合（13）、佐賀銀行（8）、佐賀共栄銀行（3）、ゆうちょ

銀行（1）、伊万里信用金庫（8）、九州ひぜん信用金庫（7）、JA ながさき西海

（28）、JA ながさき県央（1）、JA 長崎西彼（7）、JA 伊万里（13）、九州労働金庫

（6）、長崎県信用漁業協同組合連合会（23）、佐賀県信用漁業共同組合連合

会（1） 

（出典）各種公開情報（商業施設：「全国大型 小売店総覧 2018」、道の駅：「道の駅公式 HP」、 

工業団地：「長崎県産業振興財団 HP」、金融機関：「地方銀行、第二地方銀行、信金、信組、JA 等」 
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（8）地域資源、文化、スポーツ施設等 

①主な地域資源等 

分野 地域資源 

自然 【佐世保市】西海国立公園九十九島、弓張岳、烏帽子岳、虚空蔵岳 

【平戸市】川内峠、塩俵の断崖、中瀬草原、大賀断崖 

【松浦市】不老山総合公園、土谷棚田、イロハ島、椿の群生林、龍王の滝 

【西海市】七ツ釜鍾乳洞、つがね落としの滝、虚空蔵山 

【佐々町】古川岳遊歩道・展望台 

【川棚町】川棚町大崎自然公園、虚空蔵山、日向の棚田 

【波佐見町】鬼木棚田 

【東彼杵町】多良岳県立自然公園、集団茶園 

【小値賀町】赤浜海岸、ポットホール、野崎島ワイルドパーク、姫の松原 

【新上五島町】西海国立公園（若松瀬戸）、蛤浜・高井旅海水浴場、奈良尾の

あこう樹 

【伊万里市】伊万里湾カブトガニ繁殖地、東山代の明星桜、玄海国定公園 

【有田町】岳の棚田、竜門峡 

歴史文化 【佐世保市】黒島の集落、黒島天主堂、福井洞窟、泉福寺洞窟ほか洞窟遺跡

等、針尾送信所ほか近代化遺産群、平戸八景、五島神楽(宇久) 

【平戸市】春日集落、安満岳、中江ノ島、田平天主堂、平戸神楽 

【松浦市】鷹島神崎遺跡、松浦党梶谷城跡 

【西海市】中浦ジュリアン記念公園、音浴博物館、ホゲット石鍋製作遺跡 

【佐々町】市瀬窯跡、狸山支石墓群 

【川棚町】片島魚雷発射試験場跡、特攻殉国の碑、木場浮立・百津浮立 

【波佐見町】畑ノ原窯跡・中尾上登窯跡・智恵治窯跡、皿山人形浄瑠璃 

【東彼杵町】千綿人形浄瑠璃、坂本浮立、ひさご塚古墳 

【小値賀町】旧野首教会、沖ノ神嶋神社神官屋敷 

【新上五島町】頭ケ島の集落、崎浦の五島石集落、青砂ケ浦天主堂、五島神

楽（上五島・有川） 

【伊万里市】伊万里トンテントン祭り、脇野の大念仏、府招の浮立、大川内鍋島

窯跡 

【有田町】有田内山重要伝統的建造物群保存地区、泉山磁石場跡、有田大

イチョウ、天狗谷窯跡、有田異人館 

観光 【佐世保市】ハウステンボス、九十九島パールシーリゾート、九十九島動植物

園、山暖簾 

【平戸市】平戸城、根獅子海水浴場、生月サンセットウェイ 

【松浦市】つばき荘、ほんなもん体験 

【西海市】長崎バイオパーク、伊佐ノ浦公園、北緯３３度線展望台 

【佐々町】皿山公園（窯体験施設） 

【川棚町】大崎くじゃく園、大崎海水浴場、川棚大崎温泉しおさいの湯 

【波佐見町】陶芸の館、西の原、波佐見温泉、陶芸の里中尾山 

【東彼杵町】千綿渓谷、JR 千綿駅、龍頭泉いこいの広場、歴史公園彼杵の荘 

【小値賀町】あわび館、野崎島ビジターセンター、野崎島自然学塾村 

【新上五島町】龍観山公園、鯨見山展望所、矢堅目公園、龍馬ゆかりの広場 

【伊万里市】伊万里鍋島焼会館、伊万里・有田焼伝統産業会館、伊万里温泉

白磁乃湯 

【有田町】有田ポーセリンパーク 
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分野 地域資源 

伝統工芸 【佐世保市】三川内焼、佐世保独楽 

【波佐見町】波佐見焼 

【小値賀町】小値賀焼 

【伊万里市】伊万里・鍋島焼 

【有田町】有田焼 

特産物 【佐世保市】世知原茶、九十九島かき、九十九島いりこ、九十九島とらふぐ、西

海みかん、長崎和牛 

【平戸市】平戸牛、いか、あご 

【松浦市】旬あじ、旬さば、鷹ふく、松浦本まぐろ、福島くるまえび、アールスメロ

ン、キンショーメロン、御厨ぶどう 

【西海市】ゆでぼし大根、あらかぶ、うず潮カキ、ゑべす蛸、西海ポーク、

みかん、大島トマト 

【佐々町】いちご、お茶、シロウオ 

【川棚町】小串トマト、長崎和牛、川棚なまこ、ひなた米/棚田米 

【東彼杵町】そのぎ茶、いちご、アスパラガス、みかん、くじら、なまこ 

【小値賀町】値賀咲/長崎イサキ、実えんどう、落花生 

【新上五島町】五島手延うどん、椿油、かんころもち、焼酎、海塩 

【伊万里市】伊万里牛、伊万里梨・ぶどう、車エビ 

【有田町】キンカン、アスパラガス、棚田米、酒、焼酎 

（出典）各自治体への聞き取り調査 

 

②主な文化施設等（図書館は別掲） 

市町名 施設名 利用者数（人） 出典年度 

佐世保市 

アルカス SASEBO  463,631 平成 29 年度 

市民文化ホール 48,986 平成 29 年度 

木場浮立資料館兼伝習研修所 505 平成 29 年度 

博物館島瀬美術センター 92,285 平成 29 年度 

佐世保史料館（セイルタワー） 67,674 平成 29 年度 

浦頭引揚記念資料館 11,629 平成 29 年度 

うつわ歴史館 4,630 平成 29 年度 

小佐々郷土館 271 平成 29 年度 

世知原炭鉱資料館 964 平成 29 年度 

宇久島資料館 224 平成 29 年度 

少年科学館 62,326 平成 29 年度 

江迎地区文化会館インフィニタス 19,085 平成 29 年度 

三川内焼伝統産業会館 19,269 平成 29 年度 

平戸市 

松浦史料博物館 25,129 平成 29年（暦年） 

平戸市生月町博物館・島の館 17,928 平成 29年（暦年） 

平戸オランダ商館 31,719 平成 29年（暦年） 

切支丹資料館 3,857 平成 29年（暦年） 
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市町名 施設名 利用者数（人） 出典年度 

松浦市 
福島歴史民俗資料館 415 平成 29 年度 

松浦市立埋蔵文化財センター 3,515 平成 29 年度 

西海市 西海市崎戸歴史民俗資料館 4,200 平成 29 年度 

川棚町 川棚町郷土資料館 300 平成 29 年度 

波佐見町 農民具資料館 1,000 平成 29 年度 

東彼杵町 東彼杵町歴史民俗資料館 11,318 平成 29 年度 

小値賀町 小値賀町歴史民俗資料館 1,696 平成 29 年度 

新上五島町 鯨賓館ミュージアム・ホール 17,271 平成 29 年度 

伊万里市 

歴史民族資料館 2,160 平成 29 年度 

陶器商家資料館 2,786 平成 29 年度 

伊万里・鍋島ギャラリー 2,137 平成 29 年度 

海のシルクロード館 3,618 平成 29 年度 

伊万里・有田焼伝統産業会館 59,293 平成 29 年度 

有田町 

有田町歴史民俗資料館 3,335 平成 29 年度 

有田焼参考館 3,335 平成 29 年度 

有田陶磁美術館 3,846 平成 29 年度 

有田異人館 4,489 平成 29 年度 

焱の博記念堂 81,471 平成 29 年度 

（出典）各自治体等への聞き取り調査 

 

③主なスポーツ施設（年間利用者数 1 万人以上のもの） 

施設名（※佐世保市外の場合は末尾に市町名記載） 利用者数（人） 出典年度 

体育文化館 159,066 H29 年度 

東部スポーツ広場体育館 78,579 H29 年度 

鹿町体育館 16,918 H29 年度 

小佐々海洋センター体育館 13,264 H29 年度 

小佐々スポーツセンター 53,150 H29 年度 

日宇スポーツセンター 28,999 H29 年度 

総合グラウンド体育館 59,456 H29 年度 

旧戸尾小学校体育館 31,642 H29 年度 

総合グラウンド陸上競技場 57,790 H29 年度 

総合グラウンド野球場 42,724 H29 年度 

小佐々中央運動広場 48,633 H29 年度 

総合グラウンド運動広場 40,903 H29 年度 

東部スポーツ広場 44,244 H29 年度 

北部ふれあいスポーツ広場 73,766 H29 年度 

鹿町運動場 11,688 H29 年度 

中央公園 15,416 H29 年度 

天神公園 10,576 H29 年度 
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施設名（※佐世保市外の場合は末尾に市町名記載） 利用者数（人） 出典年度 

もみじが丘中央公園 27,809 H29 年度 

大塔公園 12,547 H29 年度 

花高中央公園 12,169 H29 年度 

広田公園 10,065 H29 年度 

三川内中央運動公園 10,320 H29 年度 

総合グラウンドテニスコート 66,305 H29 年度 

吉井テニスコート 11,581 H29 年度 

総合グラウンドプール 62,242 H29 年度 

温水プール 56,776 H29 年度 

平戸市総合運動公園（平戸市） 47,120 H29 年度 

平戸市市民プール（平戸市） 27,940 H29 年度 

平戸市生月町Ｂ＆Ｇ海洋センター（平戸市） 12,060 H29 年度 

中部市民運動場（平戸市） 10,561 H29 年度 

松浦市民運動公園（松浦市） 27,517 H28 年度 

松浦スポーツセンター（松浦市） 22,883 H28 年度 

松浦市福島総合運動公園（松浦市） 12,759 H28 年度 

松浦市鷹島スポーツ・文化交流センター（松浦市） 19,344 H28 年度 

西彼総合体育館（西海市） 52,774 H29 年度 

西彼多目的公園（西海市） 13,515 H29 年度 

西彼中央運動場（西海市） 14,773 H29 年度 

上岳運動場 10,410 H29 年度 

西海スポーツガーデン（西海市） 55,208 H29 年度 

大島若人の森総合運動公園（西海市） 11,906 H29 年度 

大瀬戸総合運動公園（西海市） 51,254 H29 年度 

町民体育館（佐々町） 23,829 H29 年度 

千本運動公園（佐々町） 16,781 H29 年度 

サン・ビレッジさざ（佐々町） 49,191 H29 年度 

川棚勤労者体育センター（川棚町） 34,081 H29 年度 

中央公園（川棚町） 26,337 H29 年度 

川棚大崎自然公園交流広場（川棚町） 24,785 H29 年度 

体育センター（波佐見町） 24,072 H28 年度 

鴻の巣グラウンド（波佐見町） 32,860 H28 年度 

甲辰園グラウンド（波佐見町） 14,410 H28 年度 

町民グラウンド（東彼杵町） 25,115 H28 年度 

彼杵児童体育館（東彼杵町） 67,679 H28 年度 

千綿児童体育館（東彼杵町） 17,129 H28 年度 

新港グランド（東彼杵町） 39,981 H28 年度 

小値賀町総合運動公園（小値賀町） 19,044 H29 年度 

有川運動公園（新上五島町） 18,565 H29 年度 

新魚目総合体育館（新上五島町） 20,091 H29 年度 
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施設名（※佐世保市外の場合は末尾に市町名記載） 利用者数（人） 出典年度 

有川総合体育館（新上五島町） 25,229 H29 年度 

国見台公園（伊万里市） 121,573 H28 年度 

東山代運動広場（伊万里市） 12,819 H28 年度 

大川運動広場（伊万里市） 12,663 H28 年度 

伊万里湾大橋球技場（伊万里市） 14,743 H28 年度 

（出典）各自治体への聞き取り調査  

 

④図書館 

市町名 公立図書館数 
公民館 

図書室等数 
蔵書数（冊） 年間貸出(冊) 

佐世保市 1 4 550,048 1,077,057 

平戸市 2 4 201,779 218,120 

松浦市 2 5 164,415 110,320 

西海市 2 3 183,631 113,964 

佐々町 1 0 116,111 166,163 

川棚町 0 1 18,284 14,672 

波佐見町 1 0 40,412 28,969 

東彼杵町 1 0 27,549 11,110 

小値賀町 1 0 55,945 19,093 

新上五島町 2 3 169,260 127,215 

伊万里市 1 5 407,991 468,150 

有田町 2 0 73,779 92,404 

（出典）長崎県内自治体は H29 年度長崎県立長崎図書館要覧。 

佐賀県内自治体は伊万里市のみ HP 参照、ほか聞き取り調査 
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４ 近隣の市町と連携して取り組むことを想定する分野 

 

⑴圏域全体の経済成長のけん引 

ａ 産業クラスターの形成、イノベーション実現、新規創業促進、地域の中堅企業等を核と

した戦略産業の育成 

ｂ 地域資源を活用した地域経済の裾野拡大 

ｃ 戦略的な観光施策 

 

 ⑵高次の都市機能の集積・強化 

  ａ 高度な中心拠点の整備・広域的公共交通網の構築 

  ｂ 高等教育・研究開発の環境整備 

 

⑶圏域全体の生活関連機能サービスの向上 

Ａ 生活機能の強化に係る政策分野 

 ａ 地域医療 

 ｂ 介護 

 ｃ 福祉 

 ｄ 教育・文化・スポーツ 

 ｅ 地域振興 

 ｆ 災害対策 

 ｇ 環境 

 

Ｂ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

 ａ 地域公共交通 

 ｂ ＩＣＴインフラ整備 

 ｃ 地域内外の住民との交流・移住促進 

 

Ｃ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野  

 ａ 人材の育成 

 ｂ 圏域内市町村の職員等の交流 

 ｃ その他圏域マネジメント能力の強化 


