
●佐世保市地方創生推進協議会 第３回部会● 

 

 

 

 

 

日 時：平成 27 年 6 月 25 日（木) 

午後 6 時 30 分～ 

場 所：佐世保市役所 4 階 全員協議会室 

 

 

 

次     第 
 

１．開会、前回振り返り 
   事務局より ①事務局あいさつ 

②前回（第２回部会）の確認 

③第３回部会の進め方 

④総合戦略骨子案の説明 

 

 

２．ワークショップ 総合戦略内容の検討 
 

 

 

 

(1) 総合戦略骨子案 基本的方向性の確認 

(2) 主要プロジェクトの検討 

 

 
 

３．今後の予定について、閉会 
・次回予定：７月下旬 午後６時３０分～ ４階 全員協議会室 

 

 

 

<<部会の皆さん：持参いただく資料>> 

 ・第２回部会 開催報告 

 

<<当日：配布資料>> 

 ・参考資料：第２回部会 第２部会（自然増）からのデータ提供依頼 

 ・総合戦略骨子案と主要プロジェクト（当日配布版） 

 

  

佐世保市地方創生推進協議会 第３回部会 

テーマ： (1)総合戦略骨子案の確認 

(2)主要プロジェクトの検討 
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●佐世保市地方創生推進協議会 第３回部会● 

（１）佐世保市地方創生推進協議会 部会（計４回）での議論のポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜総合戦略の基本的な方向性について＞ 

■全体的な方向性の検討 

 各主体の取組み提案の棚卸し 

 4 つの基本目標で整理して確認 

部会で地方創生の議論を絞込み 

 方向性のイメージ（将来どうなっていたいのか？） 

 

■目標を達成するために（１） 基本的方向案のブラッシュアップ 

 現況分析結果の共有（アンケート結果等） 

 プロジェクト検討の進捗（中間報告） 

 基本的方向の再確認・再検討 

■目標を達成するために（２） まとめ 

 （人口ビジョン・総合戦略のまとめ） 

 重点的な取り組みの検討 

 中長期での取り組み検討 
 全体構成のチェック 

第 5 回 

第２回 

■現状と課題の共有 

現状と課題 

 佐世保市の現状と将来推計 

 現時点で見える課題 

 総合戦略の全体像 

第１回 

■全体的な方向性の検討 

総合戦略骨子案・プロジェクト案の検討 

 総合戦略骨子案の確認・検討・共有 

 主要プロジェクトの検討 

第３回 

第４回
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●佐世保市地方創生推進協議会 第３回部会● 

[進行スタイル] 

⇒会議形式 

資料 
【第一部】 
◆地方創生について 

【第二部】 
◆協議会設置要綱 
◆委員名簿 
◆総合戦略策定の趣旨と進め方 
 ◆佐世保市の将来人口 
◆人口ビジョン及び総合戦略の構成 
◆第１回佐世保市地方創生推進協議会 
◆その他 
 ・まち・ひと・しごと創生総合戦略 

パンフ 
・第６次佐世保市総合計画 

後期基本計画（概要版） 

資料 
（第１回資料） 
◆前回の議事内容 
◆部会について 
◆部会委員より持参 

佐世保市まち・ひと・しごと創生総合戦
略に係る取組提案シート 

 ◆国の政策メニュー 
  

資料 
◆第２回開催報告 
◆総合戦略骨子案と主要プロジェクト 
◆参考資料：第２回部会 第２部会（自然

増）からのデータ提供依頼 
 

（２）各部会の進め方（案） 

注）２つの部会の相互調整は、事務局が行います。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１回：現状と課題の共有            【本会と合同開催】 

 
【会議内容】 

○前回の振り返り 
ワークショップ 

○自己紹介・事業提案発表 
●テーマに沿った議論        
・各主体の取組み提案の棚卸し    
・４つの基本目標で整理して確認   
・方向性の絞込み          
○まとめ 

5/13 

5/21 

[進行スタイル] 

⇒お互いの顔が見え・意見を活発に出し合えるワークショップ形式 

第２回：総合戦略の方向性      》》》output:方向性の確認 

【会議内容】 
（第一部） 

○記念講演「地方創生について」 
（第二部） 

○目的の確認 
○委員委嘱 
○副会長選出 
○佐世保市版まち・ひと・しごと創生 

総合戦略策定に関する説明 
○意見交換 

 
【会議内容】 

○前回の確認 
ワークショップ 

●テーマに沿った議論        
・“基本的方向性”の確認       
・主要プロジェクトの検討      
○まとめ 

6/25 

[進行スタイル] 

⇒お互いの顔が見え・意見を活発に出し合えるワークショップ形式 

第３回：総合戦略の方向性      》》》output: 具体方策の確認 
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●佐世保市地方創生推進協議会 第３回部会● 

[進行スタイル] 

⇒お互いの顔が見え・意見を活発に出し合えるワークショップ形式 

[進行スタイル] 

⇒お互いの顔が見え・意見を活発に出し合えるワークショップ形式 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

資料 
◆前回の議事内容 
◆総合戦略を実行に移すための整理 

【会議内容】 
〇前回の確認（総合戦略の方向性） 
○アンケート調査や人口動向分析結果 

ワークショップ 
●テーマ 目標を達成するために（２）
 ・重点的な取り組みの検討      
 ・中長期での取り組み検討      
 ・全体構成のチェック       
○まとめ 
 ～自分の意見が反映されているか？～

第５回：総合戦略の具体方策（２）    》》》output: 具体方策の確認 8/下旬 

～7/上旬 
 
【調整内容】 

●テーマ 
 まち・ひと・しごと創生総合戦略の主要プロジェクトについて  
 自分たちの役割を具体化する                 
 
①各自⇒５W１H を明確に整理できているか 
 いつ（When）、どこで（Where）、だれが（Who）、なにを（What） 

なぜ（Why）、どのように（How）              
②関連する皆さん 

どのように連携すればいいか 

自主的な活動：総合戦略の具体化と相互調整 

事務局 

------------ 

関係部局 

報告・連絡・相談 

調整 

資料 
◆前回の議事内容 
◆アンケート調査の分析結果 
◆人口動向等の分析結果 

【会議内容】 
〇前回の確認（総合戦略の方向性） 
○アンケート調査や人口動向分析結果 

ワークショップ 
●テーマ 目標を達成するために（１）
・現況分析結果の共有(アンケート結果) 
・プロジェクト検討の進捗（中間報告） 
・基本的方向の再確認・再検討     
○まとめ 
 ～自分の意見が反映されているか？～

第４回：総合戦略の具体方策（１）    》》》output: 具体方策の確認 7/下旬 
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～第３回部会の進め方～  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）第２回部会の振り返り、第３回部会の進め方、総合戦略骨子案の説明 

①第２回部会の振り返り 

②第３回部会の進め方 

②委員意見をふまえた「総合戦略骨子案」（事務局案）について 

おさらい 

（２）総合戦略骨子案の確認 
方向性の 

確認 

（３）主要プロジェクトの検討 
つなぐ 

（４）全体報告 

２つの部会（社会増部会・自然増部会）での意見交換 
共 有 

 意見交換結果の全体報告 

 

プロジェクト例に対しての意見収集 

☑ 「プロジェクトの狙い」の確認 

☑ 「事業内容」の確認 

☑ 「追加プロジェクト」の確認 

☑ 「主体（取組意向）」の確認 

 

 
骨子案に対しての意見集約 

☑ 骨子案への質問 

☑ 修正内容の確認 

☑ 追加事項の確認 

：お手元の「付箋紙」に質問や意見を書きながら説明をお聞き下さい。 

基本目標Ⅰ
しごとづくり

基本目標　○○○

基本的方向性①　○○○

基本的方向性②　○○○

基本的方向性③　○○○

基本目標Ⅱ
ひとの流れ

基本目標　○○○

基本的方向性①　○○○

基本的方向性②　○○○

基本目標Ⅲ
結婚・出産・子育て

基本目標　○○○

基本的方向性①　○○○

基本的方向性②　○○○

例えば、このようなプロジェクトが考えられます

皆さんからの「180 の取組提案」 

皆さんの意見を元に、総合戦略の骨子案を作成しました。 

付箋紙に書かれたことを説明しながら、骨子案を確認します。 

皆さんから頂いた 180 の取組提案から、横断的 

な連携によるプロジェクトとして、整理しました。 

プロジェクト例について、内容を確認します。 

 
プロジェクトを 

具体化しよう 
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180取組提案をふまえたプロジェクト例
事業等名称 提案者 支える組織、関係づくり 提案者 ひとづくり 提案者 資金づくり 提案者

① アメリカタウン（まちづくり）プロジェクト 産学官連携「ハーバービューレストラン」創設・運営事業 親和銀行 「佐世保まちづくり会社」創設事業 親和銀行 観光アテンダー育成事業 佐世保観光コンベンション協会 佐世保観光ファンド創設事業 親和銀行

佐世保ＪＡＺＺ支援事業 佐世保商工会議所 産学官連携「ハーバービューレストラン」創設・運営事業 親和銀行 高専卒業生のＵターン促進事業 佐世保工業高等専門学校 「元気な長崎」応援ファンド、「元気な長崎」応援融資 十八銀行

自衛隊や米海軍との共存共生（交流イベント） 佐世保地域経済活性化推進協議会 学校・企業連携商品開発 長崎県公立高等学校・特別支援学校校長会 若者生活安定支援事業 佐世保公共職業安定所 地場企業育成・販路拡大事業 九州ひぜん信用金庫

既存産業の強化による新産業の創業事業 佐世保青年会議所  SASEBOマイスターアカデミー事業 佐世保観光コンベンション協会 佐世保ＰＲ事業 日本政策金融公庫

食のイベント事業 佐世保観光コンベンション協会 高専卒業生のＵターン促進事業 佐世保工業高等専門学校

建物リノベーション 佐世保市商店街連合会

② 世界遺産で「させぼ九十九島」振興プロジェクト とどけ！させぼの魅力発信事業 市（先行） 「佐世保まちづくり会社」創設事業 親和銀行 観光アテンダー育成事業 佐世保観光コンベンション協会 佐世保観光ファンド創設事業 親和銀行

海と陸をつなぐ事業 佐世保観光コンベンション協会 （仮）佐世保世界遺産登録推進協議会 市（PT)  SASEBOマイスターアカデミー事業 佐世保観光コンベンション協会 「元気な長崎」応援ファンド、「元気な長崎」応援融資 十八銀行

食のイベント事業 佐世保観光コンベンション協会 学校・企業連携商品開発 長崎県公立高等学校・特別支援学校校長会 高専卒業生のＵターン促進事業 佐世保工業高等専門学校 地場企業育成・販路拡大事業 九州ひぜん信用金庫

里海里山交流体験事業 佐世保観光コンベンション協会 佐世保ＰＲ事業 日本政策金融公庫

海風の国アンテナショップ展開事業 佐世保観光コンベンション協会

農業体験・天空レストラン事業 長崎短期大学

磯釣り公園設置事業 親和銀行

地域密着観光事業 九州ひぜん信用金庫

海外ツアー客誘致パックツアー作戦販促事業 市民代表

③ 海から稼ぐ観光客誘致プロジェクト（クルーズ） クルーズ船受入事業 佐世保観光コンベンション協会 クルーズさせぼ （既存） 国際人材の育成 佐世保青年会議所 佐世保観光ファンド創設事業 親和銀行

NOアンブレラさるく事業 佐世保観光コンベンション協会 （仮）佐世保クルーズクラブ 市（PT) グローバル人材育成事業 佐世保観光コンベンション協会 「元気な長崎」応援ファンド、「元気な長崎」応援融資 十八銀行

佐世保周辺地域観光拠点強化事業 佐世保観光コンベンション協会 佐世保軍港クルーズ会社創設事業 親和銀行 観光アテンダー育成事業 佐世保観光コンベンション協会 地場企業育成・販路拡大事業 九州ひぜん信用金庫

「佐世保の魚」食プロジェクトの推進 佐世保市水産振興協議会 水産振興協議会  SASEBOマイスターアカデミー事業 佐世保観光コンベンション協会 佐世保ＰＲ事業 日本政策金融公庫

外国人客来店支援事業 佐世保商工会議所 JA スーパースター育成 佐世保観光コンベンション協会

国際都市環境の整備 佐世保青年会議所 ふるさと観光大使 佐世保観光コンベンション協会

クルーズ船就航に係る臨時物産市開催事業 佐世保市水産振興協議会 高専卒業生のＵターン促進事業 佐世保工業高等専門学校

学校・企業連携商品開発 長崎県公立高等学校・特別支援学校校長会

五番街外国語案内板プロジェクト事業 長崎短期大学

四ｶ町・三ヵ町と五番街の連携事業 親和銀行

海外観光客誘致インフラ整備事業 親和銀行

ようこそ佐世保！観光客受入事業（クルーズ誘致） 市（先行）

ようこそ佐世保！観光客受入事業（免税店導入） 市（先行）

海外バイヤー招聘、ツアー開発 市（PT)

国際航路トライアル 市（PT)

歓送迎イベント 市（PT)

④ ハウステンボスとの連携で稼ぐプロジェクト HTBとの連携深化 佐世保地域経済活性化推進協議会 西九州統合型リゾート研究会 市（PT) 国際人材の育成 佐世保青年会議所 佐世保観光ファンド創設事業 親和銀行

ＩＲ誘致 佐世保商工会議所 （仮）CCRC検討協議会 市（PT) グローバル人材育成事業 佐世保観光コンベンション協会 「元気な長崎」応援ファンド、「元気な長崎」応援融資 十八銀行

メディカルツーリズム事業 佐世保観光コンベンション協会 観光アテンダー育成事業 佐世保観光コンベンション協会 地場企業育成・販路拡大事業 九州ひぜん信用金庫

HTBと街なか連携イベント 佐世保観光コンベンション協会  SASEBOマイスターアカデミー事業 佐世保観光コンベンション協会 佐世保ＰＲ事業 日本政策金融公庫

HTB佐世保食フェア 佐世保観光コンベンション協会 高専卒業生のＵターン促進事業 佐世保工業高等専門学校

学校・企業連携商品開発 長崎県公立高等学校・特別支援学校校長会

佐世保版CCRC 長崎国際大学

地元食材商品開発事業 長崎短期大学

佐世保ＰＲ事業 日本政策金融公庫

⑤ 企業誘致推進プロジェクト 本社機能の佐世保市移転促進 佐世保地域経済活性化推進協議会 （仮）佐世保企業誘致促進協議会 市（PT)

地域の代表となる企業の誘致 佐世保工業会 空家バンク情報 市（PT)

企業誘致 長崎県公立高等学校・特別支援学校校長会 ワンストップサービス 市（PT)

防衛産業特区認可促進事業 親和銀行

海洋特区活用事業 親和銀行

企業誘致受け皿整備事業 親和銀行

ＩＴ技術者養成を通じた人材育成、創業、企業誘致の促進 佐世保公共職業安定所

⑥ イノベーション創発・ベンチャー育成プロジェクト 佐世保に移住して創業！応援奨励金 佐世保商工会議所  地元企業データベース構築 長崎県公立高等学校・特別支援学校校長会 地域経済イノベーター 市（PT) 海外ビジネスサポート事業 親和銀行

産学連携事業 佐世保商工会議所 NTC 市（PT) 学生への経営学 市（PT) 創業支援事業 親和銀行

新卒や女性の地元雇用拡大（技能研修制度） 佐世保地域経済活性化推進協議会 産業支援センター 市（PT) 異業種交流 市（PT) 「元気な長崎」応援ファンド、「元気な長崎」応援融資 十八銀行

新卒や女性の地元雇用拡大（教育制度・奨励金の充実） 佐世保地域経済活性化推進協議会 創業支援事業者 市（PT) 佐世保学・佐世保塾 市（PT) M&Aファンド 市（PT)
新卒や女性の地元雇用拡大（育児・介護休業食得促進に向けたＯＢバンク創設） 佐世保地域経済活性化推進協議会 シルバー人材（優良企業退職者）活用 市（PT) クラウドファンディング 市（PT)

ベンチャー企業及び中小企業の育成 佐世保地域経済活性化推進協議会

既存産業の強化による新産業の創業事業 佐世保青年会議所

大学・高専との共同研究事業の推進 佐世保市水産振興協議会

グローバル人材育成事業 佐世保観光コンベンション協会

観光アテンダー育成事業 佐世保観光コンベンション協会

 SASEBOマイスターアカデミー事業 佐世保観光コンベンション協会

高専卒業生のＵターン促進事業 佐世保工業高等専門学校

海洋特区活用事業 親和銀行

⑦ させぼdeママ起業家創出プロジェクト 新卒や女性の地元雇用拡大（子育て支援・雇用環境の整備） 佐世保地域経済活性化推進協議会 企業サポート隊 市（PT) プチ起業コンシェルジュ（先輩起業家ママ） 市（PT) 海外ビジネスサポート事業 親和銀行
新卒や女性の地元雇用拡大（育児・介護休業食得促進に向けたＯＢバンク創設） 佐世保地域経済活性化推進協議会 NPO法人ちいきのなかま 市（PT) 地域づくりコーディネーター 市（PT) 創業支援事業 親和銀行

空き家バンク情報 佐世保市商店街連合会 新卒や女性の地元雇用拡大（技能研修制度） 佐世保地域経済活性化推進協議会 「元気な長崎」応援ファンド、「元気な長崎」応援融資 十八銀行

建物リノベーション 佐世保市商店街連合会 新卒や女性の地元雇用拡大（教育制度・奨励金の充実） 佐世保地域経済活性化推進協議会 M&Aファンド 市（PT)

ファミリーサポートセンターによる住民参加型相互援助活動支援 長崎国際大学 新卒や女性の地元雇用拡大（育児・介護休業食得促進に向けたＯＢバンク創設） 佐世保地域経済活性化推進協議会 クラウドファンディング 市（PT)

創業支援事業 親和銀行

女性活用事業 親和銀行

プチ起業見本市 市（PT)

働き方お助け塾 市（PT)

ママ起業家向けHP開設 市（PT)

⑧ 次世代にツナグ第一次産業プロジェクト 農水産品のブランド化と販路拡大 佐世保地域経済活性化推進協議会 地域資源磨き上げ（六次産業化）事業 親和銀行 離農者と新規農業者のマッチング事業 佐世保商工会議所青年部 創業支援事業 親和銀行

「佐世保の魚」食プロジェクトの推進 佐世保市水産振興協議会 大学・高専との共同研究事業の推進 佐世保市水産振興協議会 「元気な長崎」応援ファンド、「元気な長崎」応援融資 十八銀行

イチマル運動の拡大事業 ながさき西海農業協同組合 青年漁業者育成支援事業 佐世保市水産振興協議会

地域産品ブランド化育成事業 佐世保市水産振興協議会 農産担い手育成 ながさき西海農業協同組合

ふるさと特産品振興事業 佐世保市水産振興協議会

ふぐのまち創造事業 佐世保市水産振興協議会

輸出戦略推進事業 佐世保市水産振興協議会

クルーズ船就航に係る臨時物産市開催事業 佐世保市水産振興協議会

漁業経営安定多角化事業 佐世保市水産振興協議会

小規模拠点型水産加工施設の充実 佐世保市水産振興協議会

海と陸をつなぐ事業 佐世保観光コンベンション協会

食のイベント 佐世保観光コンベンション協会

学校・企業連携商品開発 長崎県公立高等学校・特別支援学校校長会

佐世保のアマゾン事業 佐世保公共職業安定所

観光系プロジェクト
プロジェクト名称・趣旨

産業づくり・育成系プロジェクト

【趣旨】
・佐世保らしさの一つ“アメリカ”を感じられるエリアをつ
くり、主に国内観光客への認知度を高める。
・観光まちづくりを通して（旗印に掲げ）、新規創業や建
物リノベーションなどを関連させて展開する。

【趣旨】
・佐世保の観光資源「九十九島」を活かし、また、世界
遺産登録を目指す黒島天主堂を活かして、受け入れ態
勢を整え、交流人口の増加を目指す。

【趣旨】
・官民挙げてクルーズ船誘致と受入態勢強化により誘
客するとともに、その効果を最大限に発揮するために
賑わいづくり等の取り組みを連携して強化する。
・クルーズでの訪問を契機として「佐世保ファン」になっ
てもらい、再訪に繋げる。

【趣旨】
・強力な誘客機能を有するハウステンボスと、様々な分
野での連携を図り、全体として活性化することを目指
す。

【趣旨】
・工業系の企業誘致のほか、本社機能の移転などを本
市の特性を活かして、連携して進めていく。

【趣旨】
・イノベーションによる新しい価値創造と雇用づくりを進
めるため、オール佐世保で連携して、新規創業、第２創
業を誘発する環境をつくる。

【趣旨】
・「会社」という組織で働きにくいママたちに、自分のス
キルを活かして「プチ起業」してもらい、埋もれた人財の
発掘、雇用づくり、地域活性化に繋げる。

【趣旨】
・ かる第一次産業を育て、安定した産業として強くな
り、後継者不足を解消する。
・様々な取り組みを「第一次産業が かる」という視点
での連携の仕方を構築する。
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180取組提案をふまえたプロジェクト例
事業等名称 提案者 支える組織、関係づくり 提案者 ひとづくり 提案者 資金づくり 提案者プロジェクト名称・趣旨

⑨ UIJターン促進プロジェクト 佐世保に移住して創業！応援奨励金 佐世保商工会議所 地元就職推進事業 九州ひぜん信用金庫 ＪＡと市が協同して新規就農・漁・林業者のサポート 市民代表 「元気な長崎」応援ファンド、「元気な長崎」応援融資 十八銀行

離島移住者の為の住居提供 佐世保工業会 定住促進推進事業 九州ひぜん信用金庫 '退職自衛官の再就職支援 佐世保商工会議所 就業支援奨学金制度 市（PT)

空き家民泊活用事業 佐世保観光コンベンション協会 雇用創出検討会の設立 市（PT) 必要な人材育成のための奨学金制度 長崎県立大

里海里山交流体験事業 佐世保観光コンベンション協会 UIJターン窓口の開設 市（PT) 雇用コンシェルジュ 市（PT)

第２生活支援 佐世保市商店街連合会 コーディネーター 市（PT)

高専卒業生のＵターン促進事業 佐世保工業高等専門学校

富裕層高齢者を中心とした移住創造事業 佐世保公共職業安定所

長崎県とのＵＩターン促進に関する連携協定締結 十八銀行

佐世保型ＣＣＲＣ事業 佐世保市医師会

空き家バンク（登録）利用促進事業 市民代表

移住希望者向け短期滞在型住宅貸し出し事業 市民代表

長崎県移住促進戦略 県

切れ目ないUIJターン移住応援事業 市（先行）

⑩ 若者活躍推進プロジェクト 新卒や女性の地元雇用拡大（技能研修制度） 佐世保地域経済活性化推進協議会 地元就職推進事業 九州ひぜん信用金庫 インターンシップ受入事業 長崎県立大学 クラウドファンディング 市（PT)

新卒や女性の地元雇用拡大（教育制度・奨励金の充実） 佐世保地域経済活性化推進協議会 定住促進推進事業 九州ひぜん信用金庫 デュアルシステム（長期インターンシップ）補助事業 長崎県公立高等学校・特別支援学校校長会 各種助成 市（PT)

企業人による講義 長崎県立大学 若年者雇用安定促進事業 九州ひぜん信用金庫 若者世帯呼込事業 親和銀行 人材育成基金 市（PT)

必要な人材育成のための奨学金制度 長崎県立大学 若者生活安定支援事業 佐世保公共職業安定所 学生に対しての経営学講座 日本政策金融公庫

産業界と大学の研究事業 長崎短期大学 専任コーディネーター 市（PT) 必要な人材育成のための奨学金制度 長崎県立大

若者住宅整備事業 長崎短期大学 佐世保工業会 市（PT)

西九州テクノコンソーシアム 市（PT)

⑪ 若者まちづくりプロジェクト 若者まちづくり活動支援事業 市（PT) 若者まちづくり支援協定 市（PT) まちづくり設計演習合宿の開催 市（PT) クラウドファンディング 市（PT)

まちづくり人材育成事業 市（PT) 移住定住促進協議会 市（PT) まちづくり活動の大学単位認定 市（PT) 各種助成 市（PT)

若者移住促進事業 市（PT) 若者就業支援協議会 市（PT)

若者向け都市プロモーション事業 市（PT)

学生長期インターンシップ 市（PT)

若者就業支援（人財バンク） 市（PT)

⑫ 防衛系人材定着促進プロジェクト 観光資源としての護衛艦活用 佐世保地域経済活性化推進協議会 佐世保基地増強による定住人口拡大事業 佐世保商工会議所 '退職自衛官の再就職支援 佐世保商工会議所

自衛隊や米海軍との共存共生の推進（地元企業との連携） 佐世保地域経済活性化推進協議会

自衛隊や米海軍との共存共生（交流イベント） 佐世保地域経済活性化推進協議会

退役護衛艦展示 佐世保市商店街連合会

⑬ 地域を支える健康寿命延伸プロジェクト 佐世保版CCRC 長崎国際大学 緊急医療提供体制整備事業 佐世保市医師会 大学との連携構築による医師確保事業 佐世保市医師会

佐世保版CCRC事業 佐世保県北医療介護連携協議会 メディカルツーリズム事業 佐世保観光コンベンション協会 Ｕターンや地域医師の事業継承確認による医師確保事業 佐世保市医師会

健康寿命延伸産業創出事業 佐世保県北医療介護連携協議会 食のイベント事業 佐世保観光コンベンション協会

健康寿命延伸産業 佐世保市医師会 食のイベント 佐世保観光コンベンション協会

医療関係移転確保事業 佐世保市医師会 里海里山交流体験事業 佐世保観光コンベンション協会

タクシー複数人同乗事業 九州ひぜん信用金庫 佐世保周辺地域観光拠点強化事業 佐世保観光コンベンション協会

がんと闘うまちづくり事業 九州ひぜん信用金庫 農業体験・天空レストラン事業 長崎短期大学

不妊治療に市独自の助成 市民代表 スポーツによるまちづくり事業 九州ひぜん信用金庫

健康寿命を伸ばして医療費・介護費用減少対策事業 市民代表 保育園給食充実事業 九州ひぜん信用金庫
「高齢者福祉産業佐世保型」事業での安定した雇用及び従業者の豊かな生活実現創生事業 佐世保市老人福祉連絡協議会 健康寿命を伸ばして医療費・介護費用減少対策事業 市民代表
ライフステージに応じた定期的な健康状態の確認と各種予防施策の推進 市（PT)

ついでに検診できる仕組みの構築 市（PT)

民間と連携した食育の推進 市（PT)
地産地消と連携させ、小規模でも地域でお金が回る仕組みと健康・予防の推進の連動 市（PT)

健康・予防に取り組む個人・企業に対するインセンティブの付与 市（PT)

健康ポイント 市（PT)

農業・観光等の地域産業との連携による産業・雇用創出支援 市（PT)

⑭ 子ども・子育て支援モデル都市化プロジェクト ファミリーサポートセンターによる住民参加型相互援助活動支援 長崎国際大学 「くらしのワンストップターミナル」の設置 長崎県立大学 白蝶講座の開設 長崎短期大学

「子育てモデル企業」の選定と公表 長崎国際大学 新卒や女性の地元雇用拡大（育児・介護休業取得促進ＯＢバンク創設） 佐世保地域経済活性化推進協議会

白蝶講座の開設 長崎短期大学

在宅ワーク事業 佐世保観光コンベンション協会

「子育て応援都市宣言」事業 長崎新聞社

乳幼児の医療費軽減 佐世保私立幼稚園協会

通学路の整備 佐世保私立幼稚園協会

休日雨天時遊びの場整備 佐世保私立幼稚園協会

多子世帯の保育料負担の軽減策 市民代表

⑮ PositiveLife「実践・拡散」プロジェクト  職場環境改善と子育て支援 長崎県公立高等学校・特別支援学校校長会 ワークライフバランス実践 市（PT)

インターンシップ推進事業 佐世保商工会議所 ポジティブオフ実践 市（PT)

合併町の雇用改善サテライトオフィス事業 親和銀行

女性活躍推進事業 日本政策金融公庫

一般事業主行動計画 ながさき西海農業協同組合

出会い創出事業 長崎新聞佐世保支社

ワークライフバランス実践 市（PT)

ポジティブオフ実践 市（PT)

自己研鑽活動推進 市（PT)

認定・表彰事業 市（PT)

婚活サポート事業（キューピッドde婚活サポート） 市（先行）

⑯ オール佐世保で総合戦略を動かすプロジェクト まちおこし隊の結成 佐世保市商店街連合会 「佐世保まちづくり会社」創設事業 親和銀行 ファシリテーター登録制度 市（PT) 佐世保観光ファンド創設事業 親和銀行

学生のボランティア活動 長崎県立大学 NPO法人等の中間組織 市（PT) 高校・短大・高専・大学生の人財育成 市（PT) 「元気な長崎」応援ファンド、「元気な長崎」応援融資 十八銀行

地域連携（佐世保学）講座 長崎短期大学

 地元企業データベース構築 長崎県公立高等学校・特別支援学校校長会

「佐世保塾」創設事業 親和銀行

佐世保観光ファンド創設事業 親和銀行

「元気な長崎」応援ファンド、「元気な長崎」応援融資 十八銀行

リアル・パブリックコメント実施事業 市（PT)

ファシリテーター育成事業 市（PT)

市民1000人で語ろうプロジェクト 市（PT)

共感・感動体験カフェ 市（PT)

⑰ ふるさと「させぼ」知名度向上プロジェクト 地域の宝の創造 佐世保青年会議所 （仮）佐世保市シティプロモーション推進協議会 スーパースター育成事業 佐世保観光コンベンション協会

海風の国アンテナショップ展開事業 佐世保観光コンベンション協会 佐世保観光ふるさと大使活性化 佐世保観光コンベンション協会

アンテナショップ事業 親和銀行 観光アテンダー育成事業 佐世保観光コンベンション協会

佐世保ＰＲ事業 日本政策金融公庫 地域経済のイノベーター育成及び地域人材ネットワーク構築並びに「親学」推進の仕組みづくり 長崎県立大学

スポーツによるまちづくり事業 九州ひぜん信用金庫

佐世保の魅力発信事業 九州ひぜん信用金庫

吹奏楽、JAZZ等 市（PT)

【趣旨】
・若者が地元で活躍するために残りたい、帰って来たい
と思えるように、在学中及び社会に出てからの地域との
繋がり、活躍の舞台を創出する。

移住促進・定着系プロジェクト

豊かな生活環境系プロジェクト

【趣旨】
・UIJターンの可能性を最大限に引き出し、受け入れる
ために、「認知、興味」・「経験（お試し）」、「実践（就
職）」の各ステージで、効果的に取組みを連携する。
・UIJターンが地域課題の解決にも繋がる場面があれ
ば、積極的に活用できるよう、いくつかのテーマについ
てはより戦略的な取り組みを構築する。

【趣旨】
・若者によるまちづくり活動を推進し、若者の社会参画
を促進、まちへの愛着を高めるとともに、若者にとって
住み続けたい・住み続けられるまちとなることを目指
す。

【趣旨】
・定住人口、交流人口などを増やしていくためには、ま
ずは佐世保を知ってもらうことが必要。そのための取り
組みを部分的ではなく包括して行い、効果をあげる。

【趣旨】
・佐世保基地に係わる人材との連携を深めるとともに、
関連資源の利活用による地域関連産業の強化を図る。

【趣旨】
「健康寿命延伸」を一つの大きな柱とし、佐世保市の地
域資源を総動員して、それらを融合・ネットワーク化した
新たなビジネスモデルの構築により、市民の健康寿命
の延伸はもとより、交流人口の増加や消費・投資の活
性化に繋がる取組みを行う。

【趣旨】
・良好といわれる子育て環境を、特にモデル企業、地
域、ボランティア活動の普及浸透を目指すモデル都市
として広げていく。

【趣旨】
・地方創生の根幹ともいえる市民にとっての幸せの実
感と企業の元気を実現する「Positive Life」を実現する
ための環境づくりと、それを広める取り組みの両輪で、
豊かな生活環境を創る。

【趣旨】
・地方創生を市民のものとして動かしていくためのムー
ブメントづくりの運動。
・市民の声を集め、市民の力で実現していくための仕組
みづくり。
・まちづくり活動に参加する市民を増やすことを目指
す。

拡散系プロジェクト
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