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佐世保市地方創生推進協議会～第５回部会～ 開催報告 

１．開催概要                

【日  時】 平成 27年 10月 19日（月）18:30～ 

【場  所】 本庁舎 4階 全員協議会室 

【次  第】 

（１）開会、前回の振り返り 

（２）総合戦略（案）について 

（３）意見交換 

（４）閉会 

 

 

【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 瓜生 泰子 

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（案）に対する意見交換             

 
【意見交換・質疑応答】 

 商工会議所 松永英樹 

・達成目標を掲げているので、各年各年目標に近づいているのか確認しながら、各事業を推進していく必要

がある。 

・総合戦略における他の自治体の先行事例として共通していることが 3つある。1つ目としては推進する

人がＵ・Iターンの人材が交流人口や定住人口を増やすような活動をしていること。2つ目は、その人材

が ITをうまく活用しており、その IT能力の向上が重要であること。3つ目は、隠れている資源（観光資

源等）をうまく活用し交流人口・定住人口の増加させる事業展開を図る必要があること。 

 

 商工会議所青年部 井上隆三 

・創業を目指す地盤づくりという内容で提案しているが、提案に終わらずに活動していくことがとても重要

であると考える。いろいろな提案をヒントに、異なる形での活動として進めていく必要がある。 

 

 商工会議所女性会 瓜生泰子 

・昨年、県北振興局からの依頼で婚活サポート事業を実施している。県事業であり広範囲の市町村を巻き込

んでの事業であったため、もっと身近な婚活事業を実施する必要があると感じている。身近な婚活パーテ

ィーを実施した際に感じたことは、出会いが少なくこのような出会いの場所がもっと必要であると感じた。 

・このような体験から、出生率向上に向けては、子供支援や保育園の支援なども重要であるが、結婚ができ

る出逢いの機会を創出することも重要であると感じた。成果が出来た時点で市に報告を実施するとともに、

市の婚活事業とも連携しながら活動を実施していく必要がある。 

 

 地域経済活性化推進協議会 松村清一 

・実現するためにはどうしなければいけないか、様々な協議が必要であり優先順位を決定すべきである。方

向性は将来に向かって人口の下げ止まりが必要で、そのためにいろいろな分野でまちを活性化し魅力ある

まちづくりが必要である。 

・佐世保市には、方向性のリーダーシップが必要であり、様々な施策を押し付けるのではなく考える機会や

判断してもらう機会を与えることが重要である。 

・結果を大事にするには、プロセスも重要な要素として扱う必要がある。 

 

 佐世保工業会 中島洋一 

・工業会としては、少子化を重要視しており技術の継承や技術者育成が重要な課題であると考えている。現

在の人口推計では減少傾向で設定されているため、中小企業への人材不足が懸念される。 

・佐世保市としては、人口減少への対応として企業誘致の施策を展開する方向であるが、それは中小企業に

とって人材流出につながるのではと懸念される。 

・現在、高校生への求人は売り手市場のためなかなか求人が集まらない状況であり、必要求人を確保できな

い状況が続いている。 

・それぞれの企業（大企業・中小企業）においての良さを伝え、若い世代を佐世保に残すような政策を実現
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してほしい。 

・安定して生活ができる、安定して子供が産めるには、「生活力」の向上が重要な施策であり、そのために

は、女性が結婚しやすい環境づくり、子どもを産み育てやすい施策の展開が必要である。 

 

 ながさき西海農業協同組合 永田孝幸 

・今年の就職状況は、県外流出が続いており良くない状況である。市内の就職率の目標は 34%に設定され

ているが、現状のままでは達成は難しいと考える。そこで、追加資料の中にあるように学校の教職員と連

携をとる仕組みづくりが必要である。 

・JAとして地域に根差した活動として、地元の人材は必要不可欠なものであり第一次産業としての農水産

業の若い世代の活躍ができるような仕組みづくりを期待している。 

 

 佐世保市水産振興協議会 萩原利男 

・漁業として新卒募集を行っているが、応募がない状態であり、かつ中途採用を募集してもなかなか反応が

ない状況である。学校に募集にいくが、県外への流出があり採用にまで至らない状況が続いている。「魅

力ある安定した第一次産業を目指す」とあるが、安定した収入、生活が保障されていない状況である。一

つの漁種を手始めに、若手だけを集めて魚を販売する取組を実施している状況であるが、水産業の担い手

がいない状況で厳しい環境である。 

 

 佐世保市商店街連合会 芥川圭一郎 

・2060年に 20万人の目標で大丈夫なのかが疑問である。17プロジェクトが整合して 20万人に到達で

きるのかが不安である。17プロジェクトが文章化されているが、ワクワク感や楽しさが感じられない。 

・若者が外部へ流出するのは必ずしも悪いことではなく、年齢を重ねていずれは佐世保に帰ってくることの

仕組みづくりが重要である。流出は若者が原因ではなく、我々の世代が魅力ある佐世保の良さを伝えきれ

ていないことが要因であると感じる。 

 

 長崎短期大学 川原ゆかり 

・プロジェクトづくりは「オール佐世保」という大きな枠組みで始まっているが、あまりにも大きな題材で

あり、個人的にモチベーションが高まらず、キープがすることが困難であった。 

・人口減少対策の「未来」を描くことがとても難しい作業であった。「未来」ばかりを描いており、「過去」

の振り返りが弱い感じがした。 

・これからの「未来」を託す子ども達や若者たちの意見を反映させる機会がない状態は残念に感じた。 

・これから身近なところで行動を起こしていく必要があるが、学内に持ち帰りどのように行動を起こすかの

知恵がないため、苦しい状況であると感じている。プロジェクトを具現化するためのさらなる方法などを

作らないと難しいと感じている。 

 

 長崎県公立高等学校校長会 初村一郎 

・県内の工業校の県外流出が一番多い状況である。県の施策として、工業高校に絞って県内就職を斡旋する

動きがあり、まず、生徒の職場見学会や企業訪問などを実施し、その後保護者の希望も募り見学へと展開

している。その後、企業に各学校へ来校してもらい説明を実施する展開を図っている。 
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・保護者などのアンケート結果によると、この取り組みに関して肯定的な意見（90％程度）が多く、具体

的な話としては、県内企業を知らない状況であり知る機会を提供することが、県内就職を考える機会を与

えることに繋がるのではないかと感じる。 

・企業の側に活気がないことには、保護者や生徒が着目しないため、その体制が必要である。 

 

 親和銀行 佐藤秀人 

・地方創生の本質は、地域が主体的に本気で取り組むことであり、佐世保市はその本質に真摯に取り組んで

いる。内容的には、防衛産業、九十九島、ハウステンボス、アメリカというように、「佐世保らしさ」「佐

世保ならでは」の項目を取り上げており、特筆すべきことである。 

・特に防衛産業、アメリカタウンという施策に関しては、今まで負のイメージのものを前向きな産業資源、

観光資源としてとらえ、それを今後の佐世保に生かしてく気構えは評価できる。 

・金融機関としては、九州観光活性化ファンドを組成し当初は 30億円として、最終的に 50億円を目指し

て進める予定である。 

・ファンドは、観光ファンドとして地域連携が必要であり、九州をキーワードに展開する予定である。 

・銀行の融資になじまないものに対してファンドとして投資する展開を図っている。特に、お金だけではな

く人も投資する形で考えている。 

・このファンドは、佐世保を起点に始まっているので、早々にプランをまとめて第 1号案件を出していき

たいと考えている。 

・地方創生は、スピードと成果が求められているため、30代から 40代の若手経営者を軸に佐世保の未来

を語り、実現化・事業化していく必要がある。 

・17プロジェクトを実現していくのかが重要であるため、創生の動きが一過性で終わることなく、関係機

関も本気で主体的に取り組んでいくため、佐世保市全庁をあげての更なる取り組みが必要である。 

 

 十八銀行 才津勝雄 

・様々な意見を取り入れながら 17プロジェクトとしてまとめられているが、この数でも多いのではないか

と感じる。これを 5年間で動かすという組み立てであるが、17プロジェクトの中でも最優先する施策や

中長期的に動かしていく施策を分けて展開する必要がある。 

・このようなプロジェクトを展開する際には予算の問題があり、予算中心で展開するのか人のネットワーク

で展開するのか、短期的な展開をするのかを、市中心ではなく民間主体で動かしていく必要がある。 

 

 日本政策金融公庫 時岡新一郎 

・総合戦略は、いかに佐世保らしさを出してくるのかが重要であり、佐世保市の中に、また外へのアピール

をしていくのかを考えて作られている。佐世保市の中に対してのアピールとしては、特に市民に対して、

現状と取組みの必要性をいかに告知していくかが大事なことである。 

・17プロジェクトに関しては、素案であり、これから具体化していく必要がある。毎年毎年、このプロジ

ェクトも変わっていく必要があると考える。増加減少することがあると思うが、公庫として地域の金融機

関と連携して進めていきたいと考える。 

 

 九州ひぜん信用金庫 実相院 一仁 
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・地方創生会議により、産学官金労言の横の関連性はできているので、これを活かしていく必要がある。ま

た、信用金庫の全国ネットワークを活かして佐世保のＰＲを展開していきたいと考える。 

・高校生が佐世保の企業を知らない現状を聞いて、そのＰＲ等についても信用金庫の情報発信力を使って展

開していきたいと考える。また、それぞれの分野で得意技を展開してプロジェクトの具体化を図っていけ

ば、かなりの成果を期待できると考える。 

 

 佐世保公共職業安定所 濱本和之 

・プロジェクトに関してはかなり良いものであり、今後はこれの具体化をしていけばよいと考える。 

・高校生を中心とした地元就職は、佐世保管内として約 1割以上減少している状況であり、少子化による

高校生の数が減っているが、それ以外で大学や専門学校への進学率の向上が要因ではないかと考えている。 

・高校生の面談会などを実施し、9月中旬に内定が出ており、漏れた生徒は 10 月中旬に面談会を実施して

いる。佐世保市の求人倍率としては、1.0を超えており人手不足の現状があらわれている状況である。 

・進学していく生徒に対して、佐世保の企業のアピールが必要であると考えられる。佐世保市の中小企業は、

賃金や福利厚生を早急に対応できないこともあるため、それぞれの企業の良さを前面に PRしていく必要

がある。 

 

 佐世保市医師会 土井庸正 

・防衛・観光産業等の独自性が出ている内容であり良いと感じるが、今後は具体的な展開が重要である。 

・医師会として取り組むべきなのは「安心して出産できるまちづくり」であるが、予算もあり展開できると

考える。 

・関係の団体が具体的に実施していくことが重要であると考える。医師会としては、関係団体と連携しなが

ら展開していきたいと考えている。 

・その中で労働の需給ギャップがあるところでは、看護師や介護士の確保があるが、これは全国で需給ギャ

ップがあるところであり、佐世保市でも看護学校で 40名育成し 20名しか佐世保市に残らないのが状況

である。この状況などを踏まえて、国内でのバランスではなく海外労働者の供給を考える必要がある。 

 

 佐世保市 PTA連合会 森百合子 

・プロジェクトがどのように取り組まれていくのかの視点で、まちを作るために人とのつながりが必要であ

ると考える。 

・他県に出ることで佐世保の良さを改めて知り、佐世保に愛着を持ってもらう必要があるのではないかと考

える。就職としての捉え方でいくと、賃金の問題で暮らしていけるかの不安要素があり、なかなか難しい

要素があるのではないかと考える。 

・つながりを持つことで、就職問題を差し引いても佐世保市に戻りたいと思ってもらえるような佐世保のよ

さを伝えていくことや、地域と子供たちがつながっていくことを第一に目指していく必要がある。 

 

 佐世保市保育会 尾崎悟 

・基本目標 3の施策を見ると現行で実施していることがかなりあったと感じる。もう少し、斬新な施策の

展開が必要であったのではないかと考える。 

・施策を細分化して具体的なものを示してほしい。その中でも「児童虐待等を含めた総合相談体制の確保」
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について、安心子どもネットワークが開催され検討されているが、なかなか、実働に移っていないことも

あり、もっと見直しをしていく必要があるのではないかと感じている。 

・佐世保市で子育てをする際のイメージの払しょくをするための打開策を盛り込んでいく必要があるのでは

ないかと考える。 

・出会いも大切であるが、その後の子育てについても充実していく必要がある。 

 

 市民公募 池田和枝 

・基本目標Ⅱについて、佐世保でかなえる夢とはなにかを考えると、自分が良く知っている、住んでいるま

ちだからこそかなえられる夢ではないかと思う。このコンパクトなまちだからこそ、都会にはないまちだ

からこそ沢山あると考えられる。 

・やりたいこと、なりたい自分を実現するためのまち、あきらめを感じないまちにすることが重要ではない

かと考える。 

・若者だけではなくあらゆる年代の方が夢を実現するべきであり、その時それぞれのライフステージで充実

して生活できることを目指すことが現実的であると考える。 

・若者に夢を持ってもらうために、大人があきらめているような姿をみせずに、それぞれが充実して生きて

いる姿をみせることが重要である。 

 

 市民公募 渋江康敏 

・KPIや事業評価指数の説明や日本版 DMOなどの説明があるが、CCRC の説明が不足しているのではな

いかと感じている。可能であれば、日本版の CCRC との記述がより正確になるのではないかと思う。

CCRCに関しては研究段階との話であったが、栄町やときわ町での再開発では、CCRCが現実的ではな

いかと感じており、このモデルをアピールするべきではないか思う。 

・健康寿命延伸プロジェクトの説明の中に「ボランティアなどの地域資源の活用」という記述があるが、ボ

ランティアの育成は非常に難しいので、実際に実施しているモデルプラン、モデル地区を見習って実施し

ていく必要がある。また、このプロジェクトの実現のために、70歳の現役社会の実現を含めて仕事に生

きがいを持ってもらう仕組みが必要ではないかと考える。 

 

 長崎国際大学 豊島 律＜部会長＞ 

・部会も 5回目を迎えており、自然増部会を担いながら進めてきた中で当初はどのような展開となるか不

安であったが、その背景には「オールさせぼ」という今までの手法とは異なる多くの関係機関が連携して

おり、またその意見を受けている。そして、つなぐというキーワードのもとに展開してきたことが、時間

をおうごとに成熟し総合戦略が策定されたのではないかと思う。 

・その中の動きで金融機関の方がファンドをつくり、スーパーの方々が買い物サービスを展開する仕組みを

初めている。地域を作り上げようとする動きがすでに起こっており、現実に動き始めていることを実感し

ている。 

・若者や女性自身の声をもう少し取り入れられて展開する必要があったのではないかと感じており、たとえ

ば、公募の委員の増員などが必要ではなかったかと思う。しかし、これからは多くの方々がプロジェクト

をどう進展していくかが重要である。これからの具体化の中で、それらの方々の意見を吸い上げるような

仕掛けがあると良いのではないかと思う。 
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・福祉人材については、幼いころからキャリア教育を充実させる必要性を感じており、現実に高校生の意見

として福祉の捉え方が違い、福祉の幅広い領域の理解がなされていない状態である。地元の中にそれぞれ

の仕事を伝えていけば、魅力を感じ地元での働き手となる可能性があると感じている。 

・子育てに係ることであるが、障がい児の支援や子どもの貧困の広がりの問題を正面から取り上げていく必

要あると感じている。 

・現在の規制の施策などを活用しながら、かつ具体的に絞られたプロジェクトを実効性あるものにし、複合

的な事業要素がまとめられている部分を、もう少し何をどう取り組むかを今後掘り下げながら具体化し実

行していく必要がある。 

 

 佐世保工業高等専門学校 中尾 充宏＜部会長＞ 

・社会減少部会で検討しているが、人を佐世保にひきつけなければならず、産業へ人を残す必要があるとの

見解であり、企業誘致が必須かと思うと中小企業への影響を加味しなければならないとの視点に驚かされ

ている。 

・教育観点からの人材育成は、佐世保への就職者も必要であるが、佐世保外への流出で外の空気やカルチャ

ー、技術、ノウハウを吸収して視野を広げて、佐世保に帰ってきて大きな貢献をしてほしいと思う。 

・仕事がなければ地元へのターンは難しいが「条件は少し悪いが地元へ戻りたい」という意識を高めるため

に、情報の発信などを活用し展開する必要がある。 

・一次産業や工業は結びつきの関係が非常に深いため、漁業や農業に役立つ工業の連携が必要であると考え

る。 

 


