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佐世保市地方創生推進協議会～第３回部会～ 開催報告 

１．開催概要                

【日  時】 平成 27年 6月 25日（木）18:30～21:00 

【場  所】 本庁舎 4階 全員協議会室 

【次  第】 

（１）開会・事務局挨拶 

（２）第２回部会の振り返り、第３回部会の進め方 

（３）ワークショップ（２つの部会毎での討議） 

（４）部会での討議内容の全体発表 

（５）閉会 

【ワークショップでの議論】 

① 総合戦略骨子案の確認 

② 主要プロジェクトの検討 

 

【参加者】（欠席者） 

第１部会（社会増） 第２部会（自然増） 

【部会長】佐世保工業高等専門学校 中尾 充宏 【部会長】長崎国際大学 豊島 律 

佐世保商工会議所 松永 英樹 佐世保商工会議所 女性会 
（代理） 

古賀 久子 

佐世保商工会議所 青年部 井上 隆三 長崎短期大学 川原 ゆかり 

佐世保地域経済活性化推進協議会 松村 清一 長崎県立高等学校・特別支援学校校長会 初村 一郎 

佐世保工業会 中島 洋一 十八銀行 才津 勝雄 

ながさき西海農業協働組合 永田 孝幸 九州ひぜん信用金庫 実相院 一仁 

佐世保市水産振興協議会 萩原 利男 佐世保市医師会 土井 庸正 

佐世保観光コンベンション協会 久田 奈津美 佐世保市 PTA連合会 森 百合子 

佐世保市商店街連合会 芥川 圭一郎 佐世保私立幼稚園協会 古賀 久貴 

長崎県立大学 讀谷山 洋司 佐世保市保育会 尼﨑 悟 

親和銀行 佐藤 秀人 市民公募 池田 和枝 

日本政策金融公庫 時岡 新一郎 市民公募 渋江 康敏 

佐世保公共職業安定所 濵本 和之   
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２．総合戦略骨子案及び主要プロジェクトについて            

 

 

 

①総合戦略骨子案の確認 

■策定における考え方 

 佐世保市の地方創生が目指すものがどのようなものか、総合戦略の前段で示すことが重要。 

 人口減少のためのターゲットを明確化するために数値的な目標を設定し、その方策を具体化する

戦略とする必要がある。 

 他都市との違いを前面に打ち出し、優先順位の明確化及び佐世保らしさである“海”の活用を重

視すべきである。そのための方策として、航路確保を優先的に実現すべきである。 

 オールさせぼでの展開の中で現状におけるさせぼを理解し、なりたいまちの未来像を明確化する

必要がある。 

 基本目標の上位として、将来像を掲げ、明確化したのちに基本目標を設定すべきである。 

 基本目標は、明確な数値目標が必要であり各目標を統一した数値目標を設定すべきである。また、

ボトムアップ方式・トップダウン方式による目標数値の設定をすべきである。 

 

②主要プロジェクトの検討 

180 取組提案を踏まえたプロジェクトを、分類別プロジェクトの意見交換、個々のプロジェクトに

ついての賛同、プロジェクト①について具体的に検討した。 

■観光系プロジェクト 

□観光客が求めているものの『見える化』が必要であり、“海と防衛”を全面に観光プロジェクトを

展開する必要がある。 

□観光プロジェクトは、連携して展開していくべきであり、ハウステンボスや九十九島、海運を主体

に展開していく必要がある。 

■産業系プロジェクト 

□産業界での次世代エネルギーである水素燃料を多方面（漁船運航燃料）に展開していく必要がある。 

 

■プロジェクト賛同意思（取り組むべきプロジェクトは？） 

分類 プロジェクト名 事業賛同組織数 

観光 ①アメリカタウン（まちづくり）プロジェクト 8組織 

 ②世界遺産で「させぼ九十九島」振興プロジェクト 4組織 

 ③海から稼ぐ観光客誘致プロジェクト（クルーズ） 1組織 

 ④ハウステンボスとの連携で稼ぐプロジェクト 7組織 

産業 ⑤企業誘致推進プロジェクト 6組織 

 ⑥イノベーション創発・ベンチャー育成プロジェクト 4組織 

 ⑦させぼ deママ起業家創出プロジェクト 1組織 

 ⑧次世代にツナグ第一次産業プロジェクト 7組織 

第１部会（社会増）での主なご意見 



- 3 - 

 

 

分類 プロジェクト名 事業賛同組織数 

移住 ⑨UIJターン促進プロジェクト 6組織 

 ⑩若者活躍推進プロジェクト 7組織 

 ⑪若者まちづくりプロジェクト 1組織 

 ⑫防衛系人材定着促進プロジェクト 1組織 

生活環境 ⑬地域を支える健康寿命延伸プロジェクト 4組織 

 ⑭子ども・子育て支援モデル都市化プロジェクト 3組織 

 ⑮PositiveLife「実践・拡散」プロジェクト 4組織 

拡散 ⑯オール佐世保で総合戦略を動かすプロジェクト 8組織 

 ⑰ふるさと「させぼ」知名度向上プロジェクト 7組織 

 

 

■プロジェクト① ～アメリカタウン（まちづくり）プロジェクト 

・「アメリカタウンプロジェクト」は魅力があり事業展開としては十分に可能性がある事業。 

パイロット事業として展開する必要がある。 

・プロジェクトの民間主体での検討を継続的に実施し、実現まで展開するためのプロジェクトリーダ

ーを設定する必要がある。 

□追加提案事業 

 アメリカフェスティバル 

 多言語に対応できるマップ 

□支える組織づくり 

・親和銀行  ・佐世保商工会議所 ・日本政策金融公庫 

・佐世保工業高等専門学校 ・佐世保地域経済活性化推進協議会 

・まち元気協議会  ・五番街組合  ・コンベンション協会 

・四カ町組合  ・三カ町組合  ・既存外国人の店舗 

・高等学校  ・自衛隊  ・基地の子ども達と交流 

・米軍   ・国   ・県 

・市役所   ・地域スポーツ団体 

 まち元気協議会や佐世保地域経済活性化推進協議会等で、事業推進のための勉強会を実施する

必要がある。 
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①総合戦略骨子案の確認 

 「基本目標Ⅲ 結婚、出産、子育て…させぼに新しい“しあわせ”サイクルをつくる」 

■策定における視点 

 女性だけの視点での戦略づくりではなく、男性の視点も入れた策定が重要である。 

 キラッと輝く施策を継続していくためには、経営者、男性、高齢者の理解と協力が重要である。 

 

■「基本的方向① 若い世代の“しあわせ”をかなえるまちをつくる」での意見 

◇女性が“キラッと”素敵に輝けるまちをつくる 

 “自分らしい”生き方としての働き方として、在宅ワークはもちろんテレワークも働き方として

追加すべきである。 

◇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」や「婚活イベント」「婚活カフェ」「出会い創出」は、出会い情報の発信先を充

実させることにより安心して結婚を“身近に”感じると考えられる。 

◇“しあわせ”の広がりをつくる 

 しあわせの広がりをつくるためには、ワークライフバランスの具体化が必要であり、自慢できる

まちづくりという視点が重要である。また、具体的には若年層への住宅提供を考える必要がある。 

 

■「基本的方向② 子どもを産み育てる“しあわせ”をかなえるまちをつくる」での意見 

◇子育てにしあわせを感じられるまちをつくる 

 “職場環境改善と子育て支援”としては、夫婦同時雇用を可能にし、子どもの行事に参加できる

ような職場環境の充実が必要である。 

 ポジティブに子育てを“楽しめる”まちづくりとして、ベビーカーを安心して使用できるような

子育てバリアフリー化が必要である。 

 “遊び場整備”として禁止事項の緩和や周辺への理解を得た公園など、子どもが自由に遊べる場

の充実が必要である。また、図書館などを活用した情操教育の充実を図る必要がある。 

 佐世保全体を“ミニさせぼ1”の発想で、子どもが楽しく学べる場となるよう、考えていく必要

がある。 

 待機児童などの施策は、新制度の適用により受け皿の充実が図られている。 

 多子世帯に限らず保育料の軽減（1 号と 2 号で均一）は必要であり、また、第 3 子以降への支

援の充実や、住宅の提供を図り支援する必要がある。 

◇あたたかく子育てを支えるまちをつくる 

 “住民参加型相互援助活動”として、高齢者による子育てサポートの充実や学童保育の充実を図

る必要がある。 

  

                                                   
1 モデルとなっているのは、ドイツのミュンヘン市で30年以上の開催歴史がある、子どもが作る子どものまち「ミニミュ

ンヘン」。子どもたち自身がまちを作り、働き、ミニさせぼ独自のお金を得て、そのお金で楽しむまち。 

佐世保市では、平成 26年、長崎国際大学体育館にて開催（対象：小学校 4年生～中学校 3年生）。こども実行委員会ワー

クショップ計 11回（子ども 30～50名）で計画し、12/20（土）～21（日）に実施（こども市民 200名）。 

第２部会（自然増）での主なご意見 
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②主要プロジェクトの検討のまとめ 

180 取組提案を踏まえたプロジェクトの中、自然増に関わる３つのプロジェクトについて検討した。 

■プロジェクト⑬ ～地域を支える健康寿命延伸プロジェクト 

□追加提案事業 

 ＣＣＲＣ長崎ニューバージョン佐世保版事業（検討中） 

 高齢者生活支援として高台の住まいへの移動販売事業 

 佐世保ならではの栄養バランスを考えた美味しいレシピのアプリ販売事業（地産地消） 

□支える組織づくり 

 地域包括支援センター 

 大学（栄養学） 

□資金づくり 

 ふるさと納税 

 社会福祉法人の内部留保金 

 銀行ファンド 

 メセナ、企業の支援の気持ちを資金化 

□その他 

 移動販売箇所として公共施設のオープンスペース、駐車場を利用 

 

■プロジェクト⑭ ～子ども・子育て支援モデル都市化プロジェクト 

・「つなぐ」仕掛けが重要であり、その役割を誰が実施するのかを検討する必要がある。 

□事業展開のポイント 

 佐世保らしい（市歌、ホタル等）資源、自然環境を活かした事業展開が必要 

 小さいころから佐世保の良さを教育する事業展開が必要 

 子どものころから「お金」について学べる環境事業展開が必要 

□提案事業への視点 

 休日雨天時の遊び場の整備として、元気に外遊びができる場所（テント等）の確保 

 在宅ワーク事業としてテレワークも視野に入れた展開 

 保育園給食として、食育や地産地消の視点を入れた事業の展開 

□支える組織づくり 

 社会福祉法人（公的事業も可能） 

 保育園・幼稚園 

 大学 

 地域 

 高齢者 

□資金づくり 

 金融機関による低利融資 

 公園整備等にファンド利用 

 子育てモデル企業に、低利の教育ローン等のサポート 

 

■プロジェクト⑮ ～Ｐositive Life「実践・拡散」プロジェクト 

□追加提案事業 

 「ゆう活」の推進 

 婚活パーティー（商工会議所女性会） 

□支える組織づくり 

 商工会議所女性会 

 長崎県・佐世保市 

 大学 

□資金づくり 

 メセナ（市内雇用のための奨学金） 

 県や市の補助金 

 

 

 


