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1 佐世保に移住して創業！応援奨励金
市内の定住人口増加を目的に市街（都市部）から移住し市内で開業する方を支援する。（奨励金・専
門家派遣）

佐世保商工会議所 ⑦⑩

2 退職自衛官の再就職支援 市内の定住人口増加を目的に退職自衛官向け求人情報の提供を行う。 佐世保商工会議所

3 ＩＲ誘致
IR（カジノを含む総合方リゾート）のハウステンボスへの誘致を行い、雇用の増加及び交流人口の拡
大を実現する。

佐世保商工会議所 ④

4 佐世保ＪＡＺＺ支援事業 市内の定住人口増加を目的にジャズ演奏場所の整備等の支援を行う。 佐世保商工会議所 ①

5 佐世保基地増強による定住人口拡大事業【基地の増強】 陸上自衛隊水陸機動団新編にかかる部隊主力の佐世保誘致を行い、定住人口の増加を実現する。 佐世保商工会議所

6 「佐世保の魚」食プロジェクトの推進 市内の交流人口増加を目的に「佐世保の魚」を扱う店舗支援を行う。 佐世保商工会議所 ③⑨

7 外国人客来店支援事業
市内の人口増加を目的に、外国人（英語を話す方）をお迎えする環境整備支援を行い、アメリカ文化
を生かした街づくりを行う。

佐世保商工会議所 ③

8 インターンシップ推進事業【インターンシップ事業の推進】
インターンシップを通して学生時代に地元企業との交流を深めていただき、学生の地元志向（地元企
業への就職）を促す。

佐世保商工会議所 ⑮ 一過性に終わらず、継続的なスポーツイベント開催
を心掛ける。

9 産学連携事業 地元大学との連携による大学生の知識やアイデアを活かした地域活性化策の検討及び実施。 佐世保商工会議所 ⑦ 既存事業

10 離農者と新規農業者のマッチング事業 '離農者と新規農業者のマッチング 佐世保商工会議所　青年部

11 HTBとの連携深化
ハウステンボスとの連携事業の推進（商談会の開催、各種イベントの共同開催、佐世保港との遊覧
ルートの創設、市民との交流促進事業等）

佐世保地域経済活性化推進協議会 ④
物産店設置
YOSAKOI演舞
ジャズ演奏、太鼓演奏ほか

12 農水産品のブランド化と販路拡大 建内外に向けた長崎和牛等、農水産品の認知度向上と販路拡大 佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑨ 免税店の設置も促進。無料WiFiスポットの拡充も図
る。

13
新卒や女性の地元雇用拡大（技能研修制度）【地元雇用の拡大（新
卒者、女性の雇用促進等】

産学官連携による新卒雇用の推進と技能研修受講促進の仕組み作り 佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑦⑪

14
新卒や女性の地元雇用拡大（教育制度・奨励金の充実）【地元雇用
の拡大（新卒者、女性の雇用促進等】

教育制度の充実（奨学金制度創設、離島出身者への優遇等） 佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑦⑪

15
新卒や女性の地元雇用拡大（子育て支援・雇用環境の整備）【地元
雇用の拡大（新卒者、女性の雇用促進等】

ものづくり企業の子育て支援等、雇用環境の整備（特に管内保育所の早急な設置、託児所モデル地
区設定）

佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑧

16
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）【地元雇用の拡大（新卒者、女性の雇用促進等】

育児休業・介護休業取得支援事業の充実及び代替要員確保支援事業の実施（ＯＢバンクの創設等） 佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑦⑧

17 ベンチャー企業及び中小企業の育成
・創業、廃業（第二創業含）
・Ｍ＆Ｆファンドの創設

佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑦ 佐世保外人バー街・アメリカンフェスティバルとの連
携も検討する。

18 観光資源としての護衛艦活用 観光資源としての退役護衛艦や現役護衛艦の活用 佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑤ 米軍基地内のハーバービューとの姉妹店舗提携を
結ぶ。

　　　　　　　　　「地方創生」に関する各団体からの提案一覧 参考⑥
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19 自衛隊や米海軍との共存共生の推進（地元企業との連携） 市民との交流拡大（イベント、広報活動への協力等） 佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑤ 長崎県も東京にアンテナショップ設置を検討中。

20 自衛隊や米海軍との共存共生（交流イベント） 自衛隊、米海軍の地域貢献の拡大（地元企業との取引促進等） 佐世保地域経済活性化推進協議会 ①⑤ 長崎市にある高島磯釣り公園のような安価な入場料
を徴収して、管理・運営費用に充当する。

21 水陸機動団編成に係る崎辺・相浦地区の整備強化 前畑、崎辺、相浦地区の運用道路等インフラ整備、自衛隊官舎の新設・整備等 佐世保地域経済活性化推進協議会

22
まちづくりに向けた遊休地（施設・土地等）の有効活用【まちづくりに
向けた施設・土地等の有効活用】

統廃合した学校跡地を含む遊林地の活性化に向けた活用 佐世保地域経済活性化推進協議会 ①

23 本社機能の佐世保市移転促進 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 ⑥

24 定住自立圏構想の実現 定住自立圏構想の実現 佐世保地域経済活性化推進協議会

25 地域の宝の創造
佐世保既存の魅力や資源を守り、育てると同時に、新たな地域の宝を創造し国内外へ発信する取組
を進めたい。

佐世保青年会議所 ⑰

26 既存産業の強化による新産業の創業事業【新産業の操業事業】
造船業や水産業・基地産業など既存産業の継続・発展とともに、新たな地域の核となる産業の創業
を目指した取り組みをしたい。

佐世保青年会議所 ①⑦

27 国際人材の育成【国際人の育成】
佐世保の特性である米軍や留学生との国際交流を積極的に展開し、国際感覚に優れた人材を育成
したい。

佐世保青年会議所

28 国際都市環境の整備【環境整備】
国際都市として、公共施設や公共機関の外国語表記の環境を整備し、外国の方が訪れやすく、暮ら
しやすい街にしたい。

佐世保青年会議所 ③

29
大学誘致、工学系学部の新設【大学の誘致又は工業系の学部を新
設】

他にない工業系の学部の新設・東京大学の佐世保分校の誘致など企業実習型学部 佐世保工業会

30 地域の代表となる企業の誘致【代表となる企業の誘致】
地元に外注してくれる企業の誘致を行う。地元企業が受注できない業種を誘致しても、人の奪い合い
になるだけで人口は増加しない。

佐世保工業会 ⑥ 夜景、世界遺産候補を絡めたツアーの企画や情宣を
行う。

31 離島・移住者の為の住居提供【離島や移住就職者の為の住居提供】
離島・他県からの移住者が安定して就職できる住環境を作る。例えばシェアハウス。知人がいない人
の不安、住居の心配を取り除いて、就職してもらえる環境。市が管轄していて、使わなくなった建物な
どを利用はどうか？

佐世保工業会 ⑩

32 国からの大型ファンド導入【国からの大型ファンドの導入（委託金）】 大型設備の導入資金、産産連携支援事業、人材支援事業（採用、特に女性）の助成事業の構築 佐世保工業会

33 イチマル運動の拡大事業

農家所得の向上を図る為、重要品目（肉用牛、柑橘、いちご、アスパラガス等）の生産拡大と産地づく
りに取り組んでいる。
地場農産物（長崎和牛、柚木メロン、吉井イチゴなど）のブランド化、販路拡大に向けて、商工会議所
や観光コンベンション協会などとの連携を行う。

ながさき西海農業協同組合 ⑨

34 地域産品ブランド化育成事業
地域産品の新たな付加価値を創造し、新商品開発や販売促進キイベント等を開催し生産者経営を支
援することで一次産業の雇用を守る。

佐世保市水産振興協議会 ⑨

35 ふるさと特産品振興事業
当漁協の「養殖トラフグ商品」（新商品開発を含む）と「いりこ」を全国的に認知していただくために「ふ
るさと納税」の返礼品システムを活用したブランド化事業を構築し、漁業発展に貢献する。

佐世保市水産振興協議会 ⑨ 市保有不動産の有効活用、金融機関が持つ不動産
情報の提供を図る

36 ふぐのまち創造事業
日本一の生産量を誇る養殖トラフグについて、その認知度と市内での消費を促進するため「ふぐのま
ち」としてのイメージ醸成と提供飲食店の充実を図る。

佐世保市水産振興協議会 ⑨ 特区申請により、先端技術企業の誘致・育成を図
る。

37
大学・高専との共同研究事業の推進【県立大学、高専との共同研究
事業の推進】

漁船の省エネルギー化、効率的漁業経営のため、産学共同の研究体制の実施。 佐世保市水産振興協議会 ⑦ ＳＳＫ、前畑造船等と産学連携して、エネルギー関連
産業・水素関連産業等の創設を図る。
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38 輸出戦略推進事業
本誌は地理・文化的にも東アジア圏との結びつきが強く、今後この利点を活用し、養殖水産物などの
輸出のための品質の統一、養殖産業者の協業化、加工場整備の支援等を行う。また、諸手続等が
円滑に行える胎背を作る。

佐世保市水産振興協議会 ⑨

39 クルーズ船就航に係る臨時物産市開催事業【臨時物産市開催事業】
国内外クルーズ船就航等にあわせて佐世保駅裏に臨時の特産品販売ブースを出展し、観光客のお
土産などの特需に対応し販促と地元産品の認知度向上を図る。

佐世保市水産振興協議会 ③⑨

40 青年漁業者育成支援事業 高齢化が進む漁業者の若返りを図るため、新規就業者や若手漁業者に対する技術研修等を図る。 佐世保市水産振興協議会 アジア諸国へのプロモーションの実施

41 漁業経営安定多角化事業【漁船漁業経営安定多角化事業】
現在燃油や資材の高騰で、所得の減少が著しい漁船漁業の収益改善を図るため、経営の多角化
（貝類養殖、藻類養殖などのコストがかからず、一定の収益が望めるもの）を推進し、所得の向上を
図る。

佐世保市水産振興協議会 ⑨

42 小規模拠点型水産加工施設の充実
各地域の小規模グループによる簡易加工施設を整備し、簡易な一時処理、水煮加工等を行い、現在
の原漁の市場出荷形態からの脱出を図る。

佐世保市水産振興協議会 ⑨

43 海と陸をつなぐ事業
観光圏事業と世界遺産登録へ向けた事業を連携させ、地域・歴史を語るガイドなどの人材育成に力
を入れる。長期雇用のためのスキルアップを図る。

佐世保観光コンベンション協会 ②⑨

44 スーパースター育成事業
佐世保と言えば○○○といった人気者（例：熊本のくまもん）を育成し、佐世保の認知度を上げ、関連
商品の販売、佐世保のPR等を行う。（YOUは何しに・・の外国人のキャラクターを使うなど）

佐世保観光コンベンション協会 宮崎県の宮崎文化本舗などを参考にする。

45 メディカルツーリズム事業
医療と観光を繋げ、健康志向の強い方々を最新の医療設備でお迎えし観光をして帰っていただくと
いう仕組みを作る。

佐世保観光コンベンション協会 ④ 五番街との連携も検討する。

46 佐世保観光ふるさと大使活性化
現在のふるさと大使の制度を一新し、主に著名人・有名人にふるさと大使になって頂き、それに関連
するイベント、講演会、ショーなどを開催するなど佐世保のPRを行う。

佐世保観光コンベンション協会
事業カウンセラーを活用した創業支援を実施。事業
相談窓口の設置・低利融資等も検討する。

47 クルーズ船受入事業
クルーズ船の歓迎イベント、送迎イベントや地域の方々と協力して行うことで、地域の活性化及び魅
力を発信する。

佐世保観光コンベンション協会 ③

48 食のイベント事業 長崎和牛の肉フェス開催 佐世保観光コンベンション協会 ①②

49 空き家民泊活用事業 空き家で民泊を経営してもらう。市内のホテルが少ないので、そちらへ誘導する。 佐世保観光コンベンション協会 ⑩

50 HTBと街なか連携イベント HTBのチューリップ祭りやバラ祭りにあわせ、佐世保市内でも関連イベントを開催する。 佐世保観光コンベンション協会 ④

51 HTB佐世保食フェア HTBの飲食店で佐世保の食フェアを開催してもらう。 佐世保観光コンベンション協会 ④ 既存事業

52 食のイベント
佐世保市内でとれたもの（地産地消）だけを使った食のイベントの開催（お茶バーガー、カキ、和牛、
サバ…）

佐世保観光コンベンション協会 ⑨

53 在宅ワーク事業
小さな子供をそだてながら仕事ができる環境作り。同時に内職を必要とする企業を佐世保市内に募
り、雇用の安定化を図る。

佐世保観光コンベンション協会 ⑭

54 里海里山交流体験事業【離島、過疎地地域対策】
離島、過疎地域にレジャー（海、山）拠点を設置し、地域の若者に運営を行ってもらう。同時に都市部
からの移住を促す。

佐世保観光コンベンション協会 ②⑩

55 グローバル人材育成事業【語学スキルアップ】
クルーズ船の入港増加に備え、中学、高校、大学と連携して、中・韓・英などの語学に特化したコース
を設置する。求人のニーズが高まる語学を生かした職業への就職を支援する。

佐世保観光コンベンション協会 ⑦

56 観光アテンダー育成事業

観光情報センターをモデルケースとして、窓口担当を単なる案内役ということではなく、観光アテン
ダーとして地域情報、接遇などを研修、体験して１つの職業として確立を目指す。これを観光関係へ
も派生させて、観光施設になくてはならない職種として雇用の場の創出、有望人材の流出防止の一
手を担う。

佐世保観光コンベンション協会 ⑦
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57 NOアンブレラさるく事業【まちなか周遊促進】
さるく４○３アーケードと佐世保駅とをつなぐ防雨コースを創設。これによる観光客の”さるく”ことを
（NOアンブレラコース）容易にして、周遊を促進する。また、これにより商店街に対しても新たな刺激と
なり、地域活性化につながる。

佐世保観光コンベンション協会 ③

58 海風の国アンテナショップ展開事業
商店街の店舗を「海風の国」の各地域のアンテナショップとして活用することにより、ブランド浸透へも
つなげる。合わせて新たな雇用機会と若者への魅力ある職場の提案を創出することが期待される。

佐世保観光コンベンション協会 ②⑰

59
SASEBOマイスター
アカデミー事業

佐世保を支えている観光、工業、食、伝統工芸など様々な業種の熟練者（マイスター）が指導者とな
り、それぞれの業種で、主に市内の高卒並びに大卒の若い世代の受け皿となるマイスターアカデミー
を設立し、人材育成と技術や経験の継承を図るとともに、あわせて地元での雇用機会を増やすこと
で、若年層の市外への流出を防ぐことに繋げる。佐世保の人材を地域全体で育成し、佐世保に根付
いてもらおうという事業。

佐世保観光コンベンション協会 ⑦

60 まちなか公園活性化事業

中心市街地に点在する公園（松浦公園、島の瀬公園、佐世保公園、三角公園等）を有効活用し、回
遊させる仕組みを作ることで中心市街地に賑わいを創出。
例1）海風マルシェ：各エリアのコミュニケーションの場、佐世保の魅力再発見の場となる。⇒各エリア
への周遊を促す。
例2）design373等、イベント時のみ出店する活動主体へ出店の場として提供⇒若者の興味を引く活
動、商品の認知度向上を図る。

佐世保観光コンベンション協会

61
佐世保周辺地域観光拠点強化事業【佐世保中心市街地と周辺地域
の連携】

佐世保周辺地域と中心地域の連携／江迎地区：江戸時代から続く歴史・文化と景観を活用したまち
歩き観光と空き家を活用したチャレンジショップ、古民家（太田精米所）を借上げ、改装の上、まち歩
き観光拠点化／俵ケ浦半島地区：当地に残された海軍の歴史遺産と西海国立公園九十九島の自
然・景観を巡るトレイルと空き家を活用したショートステイ、宿泊の場の提供、芸術村など／宇久島：
民泊を中心とする体験拠点の整備、空き家活用による滞在プランの提供（地区住民化）／三川内地
区：伝統産業会館整備（植栽等緑化、駐車場緑地課、案内解説機能の強化・拠点化と窯元巡りの連
携（ウォーキング、自転車など）／九十九島観光地整備：展海峰、最西端における物産ほか土産品店
整備⇔中心市街地・佐世保駅を結ぶ交通アクセスの活用・整備（ＪＲ、ＭＲ、バス、タクシー、レンタ
カー、自転車など）

佐世保観光コンベンション協会 ③

62 地域限定公共サービス
公共サービスを行う地域を限定し、公共サービスの充実を図る。提供地域外から提供地域への転居
支援。また、提供地域外を望まれる方への情報提供

佐世保市商店街連合会

63 第２生活支援
上記の公共サービス提供エリア外の空き家を子育て家族や、定年後の第２の人生生活をおくられる
方へ情報提供する。

佐世保市商店街連合会 ⑩

64 空き家バンク情報 空き家の情報を収集し、広報する。また、学生・単身・家族向けなどの情報発信 佐世保市商店街連合会 ⑧

65 建物リノベーション 空き家や、空き店舗をリノベーションして、情報を発信する 佐世保市商店街連合会 ①⑧

66 ワンコイン回遊バス
佐世保駅→京町→松浦→国際通り→ベースメインゲート前→五番街→ワンコインでバスを循環させ
てることにより高齢者などの方が病院・公共施設へ行けるようになる

佐世保市商店街連合会 共同免税手続所の検討、無料WIFIスポットの設置

67 退役護衛艦展示
退役護衛艦を佐世保港埠頭に接岸し、船内外に博物館とレストラン、イベント会場、販売コーナー、
宿泊体験等を行う。また、災害時の非常用電源としての確保も行う。定年された隊員の雇用の場、提
供と観光客（交流人口）の増。

佐世保市商店街連合会 ⑤

68 バスルートの検討

バスの乗り継ぎを可能（長崎の路面電車方式）にし、各営業所（分岐停留所）から枝となるルートを発
着させる。また、基本ルートとして、黒髪～矢峰を運営し、その他の地域へは、各営業所（分岐停留
所）にて乗り換える。乗り換えの際に、乗り換えのチケット（初乗り料金明記の当日有効の金券）を配
布する。

佐世保市商店街連合会 既存事業

69 まちおこし隊の結成 ボランティアで、色んなまちおこしの情報を収集する。また、まちおこしの事業を行う。 佐世保市商店街連合会 ⑯

70 インターンシップ受入事業【インターンシップ】
佐世保市内の企業で学生がインターンシップを行うことにより、地元企業の仕事内容を熟知し、地元
企業への就職意欲を高める。また、就職時のミスマッチを防ぎ、安定した雇用を実現する。

長崎県立大学
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71 企業人による講義

卒業生を佐世保市内に留めるためには、佐世保市内の企業について良く知ってもらうことが大前提
になる。特に経済学部は県外生の方が多いので、彼らを佐世保市で就職させることは重要である。
佐世保の企業人による講義で、社会に貢献して働くということはどういうことなのか、何が大切か等々
経験に基づく話をして頂くと同時に学生に佐世保の魅力を語って頂く。

長崎県立大学 ⑪

72 必要な人材育成のための奨学金制度
地域創生に必要な人材、意欲のある人材に奨学金を貸与し、地元就職した場合には変換を免除す
る。対象となる学生に求める資質、奨学金貸与の決定のタイミング等に関しては入学前後の適切な
時期

長崎県立大学 ⑪

73 佐世保市と長崎県立大学の包括連携協定
佐世保市と長崎県立大学は包括連携協定を締結している。地域活性化のための様々な事業に必要
な研究の一部を、大学教員の専門知識を活用して行っている。

長崎県立大学
ハラル対応等のミッションツアー(海外マーケット視
察)を計画する。

74 学生のボランティア活動
地域活性化、住み良いまちづくり、高齢者の元気づけ等々、多様な活動を学生がボランティアで行っ
ている。今後も地域が必要とする各方面で、学生の活力を活かす。

長崎県立大学 ⑯ 波佐見町などとの連携も検討する。

75
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

地方創生で最も大事な「人づくり」を行うために、例えば佐賀県の鳳雛塾のような地域経済のイノベー
ターの育成並びに人材ネットワーク構築のための仕組みをつくる。併せてそれを「親学」を推進する場
（例：宮崎県のこどもーる）にもし、将来の佐世保の担い手の育成にもつなげる。

長崎県立大学

76 「くらしのワンストップターミナル」の設置

現在の介護保険の仕組みは複雑で、また包括支援センターが民間委託されている場合の「顧客囲い
込み」の問題なども指摘されている。またひとり親の増加、「こどもの貧困」、いじめ・不登校等の問題
なども深刻化している。そこで、特定の法人等に縛られない独立のソーシャルワーカー等で構成され
る「くらしのワンストップターミナル」を設立し、介護の問題から子育て支援、いじめ、不登校の問題な
ども含め「なんでも駆け込み寺」的な機能を整備し、それにより、日本版CCRCも推進されている中、
佐世保市の魅力をさらに高め、人口増を図る。

長崎県立大学

77 「佐世保版ＣＣＲＣ」実現の検討【「佐世保版ＣＣＲＣ」実現への検討】

地方創世のエンジンと期待されている「日本版ＣＣＲＣ）の流れを受け、全国でもさきがけとなる「佐世
保ＣＣＲＣ」の可能性をいち早く探索する。ＣＣＲＣを実現するために、大学（九州文化学園グループ含
む）の果たすべき役割の検討を開始する。九州だけでなく、日本・世界が佐世保に注目するような取
り組みをめざして行く。

長崎国際大学 ④⑬ 既存事業

78
「子育てモデル企業」の選定と公表【「子育てモデル企業」の選定と佐
世保内外への公表】

子育て世代の父親・母親に向けて、定時退社曜日の設定が多い、父親・母親とも育児休業を取りや
すい等々子育てしながら働きやすい企業を選定・公表しそうした企業を増やしていく。

長崎国際大学 ⑭

79
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
【ファミリーサポートセンターについての広報と活用による住民参加型
子育て支援】

ともすると「依存－丸抱え」になりがちな子育て支援について、ファミリーサポートセンターは、依頼会
員と提供会員による相互援助活動であり、うまく機能すれば、ある時は援助を受け、またある時は援
助をするという形のものである。今のところ低ニーズ量とみられているが、大いに活用したい制度であ
るので、そのための工夫をして今日の姿をより「市民に身近な存在」にしていきたい。

長崎国際大学 ⑧⑭

80 地元食材商品開発事業【商品開発事業】 地元初期財を利用した商品開発を進め、地産地消の推進や名産品を増やしていきたい 長崎短期大学 ④

81 農業体験・天空レストラン事業
学生が農業体験をする中で、作物を植え収穫した食材を調理して、市民に食べていただき、食育の
推進や地域交流の場にする

長崎短期大学 ②

82 地域連携（佐世保学）講座
若者が「佐世保市」についての見識を深め、身近な地区で地域活動する中で、子どもと暮らしにかか
わる現状と課題を発券し、地域資源のマップを作る

長崎短期大学 ⑯ ふぐ・牡蠣など高級食材のブランド化を図る。長崎大
学水産学部との連携を図る。

83 白蝶講座の開設
保育所・幼稚園・認定こども園主催の保護者や職員研修会または、親子悪阻日に短大教員を講師と
して派遣する。また、職員研修会を通して保育者のストレスマネージメントやキャリア発達を支援する

長崎短期大学 ⑭

84 白蝶だよりの発行
短大の「和」の情報発信のツールとして、最新の子育て支援制度の状況や子育てのワンポイント、学
生の活動紹介、卒業生のリレーコーナーなどを通じて、紙面による子育て広場にすることで、意識啓
発に努める

長崎短期大学

85 五番街外国語案内板プロジェクト事業【五番街プロジェクト事業】
五番街のフロアガイドの翻訳の経験を元に、英語だけでなく韓国語・中国語なども行い、外国人向け
の市内の標識や案内板を増やしていきたい

長崎短期大学 ③

86 地域おこし協力隊への協力
黒島、高島、相浦地区を若者が散策して、過疎化の現状についての識見を高め、街の活性化に関す
るアイデアを考える

長崎短期大学
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87 産業界と大学の研究事業
都市の発展に関するワーキンググループを作り、大学は研究機関、産業が実績機関の立場で佐世
保市の街作り研究に取り組む

長崎短期大学 ⑪

88 保育者定着奨学金制度
経済的支援策として、地元佐世保市内に就職する学生に対し、給付金としての奨学金制度を希望し
たい

長崎短期大学

89 若者住宅整備事業
定収入の若者にとって、佐世保市の４～５万円の家賃負担は大きく、定収入の若者向けの住宅の整
備を希望する

長崎短期大学 ⑪

90 高専卒業生のＵターン促進事業【人材育成】
本校に附設されている地域共同テクノセンター内に、組織的Ｕターン人材確保のための専任コーディ
ネーターを配置して、県外で働く佐世保高專卒業生の県北地域へのＵターンを促進する。

佐世保工業高等専門学校 ⑦⑩

91 長期インターンシップ制度の拡充事業【人材育成・企業活性化】
県北企業への高専生の長期インターンシップ制度を拡充することにより、地元企業への就職率を高
める。

佐世保工業高等専門学校

92
市内高卒求人確保
キャンペーン

６月に市長と佐世保公共職業安定所長等が、市内の経済団体に対して、新規高卒者の求人拡大と
早期求人の要請文を発出する。

長崎県公立高等学校・特別支援学
校校長会

93
生徒・保護者の
企業見学会

生徒・保護者を対象に市内の企業見学会を実施する。見学先の紹介と必要経費（バス代・保険料等）
を市が負担する。

長崎県公立高等学校・特別支援学
校校長会

94 学校・企業連携商品開発
市内企業と連携し、地域の特色を取り入れた学校独自の商品を開発することで、地域の産業や文化
を理解し、将来の地域産業を担う人材を育成する。

長崎県公立高等学校・特別支援学
校校長会 ③④⑨

95
地元（市内）大学・企業等
への進学・就職支援

地元（市内）の大学・専門学校・企業等へ進学・就職する生徒へ奨学金・インセンティブの提供を行
う。また、私立大学や専門学校へ地元枠や特待制度の要請を行う。

長崎県公立高等学校・特別支援学
校校長会

96 デュアルシステム（長期インターンシップ）補助事業
教員の巡回指導費、受入企業への謝金等の補助をすることで、１週間以上のインターンシップ協力
企業の確保と生徒の地元企業就業意欲の高揚を図る。

長崎県公立高等学校・特別支援学
校校長会

97 企業誘致 企業を誘致し、雇用の拡大を図る。
長崎県公立高等学校・特別支援学
校校長会 ⑥ 既存事業

98 県立大学新学部増設
経済学部以外に教育学部・工学部・農学部・理学部等を増設し、地元高校生の進学者数の確保に努
めるよう要請する。

長崎県公立高等学校・特別支援学
校校長会

99
地元企業データベース
構築

地元企業の紹介映像を１０分程度でどこからでも視聴できるシステムを構築する。
長崎県公立高等学校・特別支援学
校校長会 ⑯

100
職場環境改善と
子育て支援

フレックスタイムの導入や第３子以降の就学費・給食費等の無償化を行う。
長崎県公立高等学校・特別支援学
校校長会 ⑮

101 佐世保アメリカ村創設・運営事業
佐世保市内にアメリカ村を創設し、米軍放出物資・アメリカ産グッズの販売を行う。
このエリアでは、外貨(ドル等)で買い物できるようにする。

親和銀行

102 防衛産業特区認可促進事業
「防衛産業特区」のコンセプトを固め、佐世保市が「防衛産業特区」の指定を国より認可されることこと
を目指す。

親和銀行 ⑥

103 海洋特区活用事業
ながさき海洋・環境産業拠点特区を活用し、造船業者等の新分野進出・経営多角化・第二創業を促
進する。

親和銀行 ⑥⑦

104 海外ビジネスサポート事業
佐世保市内企業の海外進出を支援するために、銀行などの海外駐在員事務所などを活用して、取
引先紹介や市場調査、海外商談会開催などによるビジネスマッチングを実施する。

親和銀行

105 「佐世保まちづくり会社」創設事業 佐世保に官民一体となって「まちづくり会社」を創設する。 親和銀行
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106 佐世保観光遊覧バス誘客事業 佐世保官民一体となり、「佐世保観光遊覧バス」の利用客を増やすために、誘客事業を推進する。 親和銀行

107 佐世保軍港クルーズ会社創設事業 佐世保官民一体となった「佐世保軍港クルーズ会社」を立ち上げる。 親和銀行

108 「佐世保塾」創設事業
市民と行政の協働により「暮らしやすく楽しいまちづくり」をめざす、塾事業を創設する。塾テーマの選
定から、塾の運営まで、すべてを市民が自らの手で行う。

親和銀行 ①⑯ 既存事業

109 四ｶ町・三ヵ町と五番街の連携事業
四ヵ町・三ヵ町と五番街の連携を図り、商店街同士の共同事業を行い、地域商店街の面的活性化を
促進する。五番街に隣接する佐世保朝市の活性化もあわせて検討する。

親和銀行

110 産学官連携「ハーバービューレストラン」創設・運営事業
佐世保米軍基地内の「ハーバービュー」と同等な外観を持つ、産学官連携「ハーバービュー」を創設
し、運営する。

親和銀行 ①

111 観光振興による交流人口の増強事業
平成28年秋のＪＲデスティネーションキャンペーンの効果最大化のための組織体制を整備する。
長崎市、波佐見町等の他地域との連携を行い、周遊モデルを策定する。

親和銀行 専任コーディネーターの雇用費用の助成希望

112 海外観光客誘致インフラ整備事業
佐世保に訪れる外国人観光客増加に対応するため、外貨両替機設置の充実や共同税金還付処理
施設の設置等を図るもの。

親和銀行 ③

113 佐世保観光ファンド創設事業 佐世保市内の金融機関が中心となり、「佐世保観光ファンド」を立ち上げる。 親和銀行 ⑯ アメリカフロリダの事例参考

114 創業支援事業 空きテナントや空き屋の有効活用を図るため、対象事業者への斡旋と賃料補助を行う。 親和銀行 ⑧ 宇久、江迎、小佐々、鹿町、世知原で空きビル等の
利用促進を図る。

115 アンテナショップ事業
東京(銀座・有楽町・八重洲周辺)にアンテナショップを設置する。
アンテナショップ内に農家レストラン・漁師レストランも検討する。

親和銀行 ⑰ 既存事業

116 スポーツを活かしたまちづくり事業 バスケットボール、ベースボールなどのアメリカ発祥のスポーツイベントを誘致する。 親和銀行
長崎県北部は旧産炭地域を多く抱えることから
NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)など
の誘致を検討する。

117 女性活用事業
女性の「起業家」「創業者」を積極的に支援するため、女性企業サポートのためのインセンティブ制度
(オフィス・研究所の安価利用等)を創設する。

親和銀行 ⑧ 既存事業

118 若者世帯呼込事業
保育料を格安にして若い共働き夫婦の定住促進を図り、佐世保市内での若者世帯の増加を目指
す。

親和銀行

119 磯釣り公園設置事業 九十九島の豊かな海を活用して、大規模な磯釣り公園を建設する。 親和銀行 ②

120 政府系機関誘致事業
政府系機関の中央から地方への移転を促進して、雇用と高級所得者の増加により、県民所得のアッ
プを図る。

親和銀行

121 企業誘致受け皿整備事業 工業団地(内陸型)の新規造成を図り、オフィス系ビルを建設する。 親和銀行 ⑥

122 合併町の雇用改善事業 サテライトオフィスの基盤整備を行う。 親和銀行 ⑮

123 地域資源磨き上げ事業 農水産業産品の加工製品化(六次化支援)、大消費地を対象とした販路拡大を図る。 親和銀行

124 学生に対しての経営学提案
地元の高校・大学の学生に対して、早期の起業発想を手助けするためのビジネスプラン等の授業を
カリキュラムに組み入れ、佐世保市内在住の金融機関が講師となり、起業家を育成する。

日本政策金融公庫
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No 実施名称 実施内容 提案者
プロジェクト

Ｎｏ
備考

125 婚活サポート事業
幅広く参加者を求める婚活は実施されているが、より実現性を求めるためにも、同じ業種・業界に限
定した婚活事業。例えば、市内金融機関独身者を対象とした婚活パーティーの開催

日本政策金融公庫 ⑮

126 創業支援事業
２６年度から市が取り組んでいる「創業支援ネットワーク」事業ともリンクし、三ヶ町、四ヶ町商店街以
外の商店街の空き店舗対策を産・官・金が中心となり、セミナーやイベントを開催し、創業意欲者の発
掘を図る。

日本政策金融公庫 ⑧

127 佐世保ＰＲ事業
全国網を有する企業（当庫も全国に店舗あり）において、佐世保のポスターや資料等の配布等を行
う。

日本政策金融公庫 ④⑰

128 女性活躍推進事業
女性の創業支援や女性管理職増加・ＷＬＢの向上に焦点を絞り、現役の女性管理職（例えば金融機
関の女性支店長など）の参加によるセミナーやパネルディスカッションを開催し、雇用創出等に繋が
る取組みを実施。

日本政策金融公庫 ⑮

129 佐世保のアマゾン事業
中小・零細企業を含む全ての商店・企業のオリジナル商品・製品等の全国・世界への販路拡大を図
るため、通販等サイトを立ち上げる。

佐世保公共職業安定所 ⑨

130 富裕層高齢者を中心とした移住創造事業
人口の地方還流を図るため、逆転の発想で定年後の都会の富裕層をターゲットとしたしゃれたコンパ
クトシティーを創造する。

佐世保公共職業安定所 ⑩

131 ＩＴ技術者養成を通じた人材育成、創業、企業誘致の促進
ＩＴ技術者養成を通じ、地域の企業や求職者を対象に地域課題解決必要な人材を育成、創業企業誘
致の促進

佐世保公共職業安定所 ⑥ 安価なコンサルタント利用なども検討する。

132 実践型地域雇用創造事業（厚労省）の活用

・雇用機会が不足している地域における自発的な雇用創造の取組を支援
・人口減少に伴う人材不足や雇用機会の減少、それに伴う地域経済の衰退が進む構造的な雇用課
題を抱える地域も新たに支援
・「雇用創造効果が高いと認められるもの」や「波及的に地域の雇用機会を増大させるよう効果が高く
地域の産業及び経済の活性化等に資すると認められるもの」の事業の実施を委託

佐世保公共職業安定所

133 若者生活安定支援事業
生活費の中で住宅費用は高い割合である。特に県内は福岡県をはじめ他県より住宅費が高いこと
から若年者を対象に住宅に貸与・補助をすることによりＩ／Ｕターン者を増やす

佐世保公共職業安定所

134
「高齢者福祉産業佐世保型」事業での安定した雇用及び従事者の豊
かな生活実現創生事業

高齢者福祉に携わる上で、福祉の専門的知識が必要です。福祉は、ある意味で資格の世界だとも言
われます。佐世保市に設置させている大学、専門学校と連携し、働きながら資格を取得する。また大
学を卒業する。高度な知識、技術を学ぶことにより、質の高い介護サービスが提供できます。産学行
金等が合衆して、高齢者福祉事業推進戦略を立て、大きく考えるならば「高齢者福祉産業佐世保型」
を創生したい。ソフト・ハード佐世保市の福祉法人・企業・行政・教育・金融が一致団結できれば、輸
出できる福祉新企業分野が、出来上がり、活動することにより、若い世代が、安定的に佐世保で生活
実現できると考える。

佐世保市老人福祉施設連絡協議
会

135 出会い創出事業
佐世保市外で暮らす佐世保市出身の若い男女が出会える場（パーティーや娯楽）を設定する。パート
ナーになった男女ともに佐世保市出身だと、近未来にＵターンするとき実現の可能性が高い。案内は
成人式などを利用しては

長崎新聞社 ⑮ 学生アンケートの意見から提案

136 「子育て応援都市宣言」事業
シングルマザーの子育て支援を手厚くして（各種手当の増額、市営住宅の優先入居など）、「子供の
貧困」解消への取り組みを強化し、それを宣言という形で内外にアピールする。

長崎新聞社 ⑭ 学生アンケートの意見から提案

137 長崎観光応援デスク

・「『元気な長崎』応援ファンド」ならびに「『元気な長崎』応援融資に基づく融資や出資のほか、政府系
記入機関との協議融資を提案したり自治体の補助金なども紹介。外部機関と連携して宿泊施設やや
飲食店の運営も「支援している。
・特産品の販売促進に向けてコンサルティングや流通業者の紹介、商談会の開催を支援。関心が高
まる「ハラル」への対応でも相談に応じている。

十八銀行

138 「元気な長崎」応援ファンド、「元気な長崎」応援融資
交流人口拡大や農林漁業の６次産業化、九州新幹線長崎ルートの開業を見据えた都市再開発など
を融資と投資で支援する。

十八銀行 ⑯ 5/22資料提出

139 長崎県とのＵＩターン促進に関する連携協定締結
人口減少対策は地元産業の衰退や地域コミュニティの崩壊などを回避するためにも官民が連携して
取り組むべき大きな課題と認識しており、長崎県への移住促進ならびに地域経済発展に貢献したい
と考えています

十八銀行 ⑩

140 保険プラザ
・ライフプランの提案を充実するため「ほけんの窓口グループ㈱」と業務提携を行っており、佐世保地
区では大塔町に営業所を開設している。
・若い世代の結婚・出産・子育ての希望を叶えるためのライフプランの提案にも注力している。

十八銀行
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No 実施名称 実施内容 提案者
プロジェクト

Ｎｏ
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141 シルバー人材活用事業
優良企業退職者を新現役として登録し、中小企業へのアドバイス事業を展開する。中小企業と新現
役の個別相談の場所を自治体でセッティング。新現役は佐世保の中小企業にこれかでの経験を伝
授。雇用までのステップを設定する。

九州ひぜん信用金庫

142 ごみ分別事業
佐世保市各地域で自然ごみ回収東日本大震災にごみステーションに早朝市民が集まり、ごみ分別
確認の作業を行っている。高齢化社会の中80歳過ぎの老人が作業をするのはリスクが大きすぎる模
様、他市のようにごみ袋に名前を記入して本作業の廃止を行う。

九州ひぜん信用金庫

143 タクシー複数人同乗事業
高齢者社会でのタクシー利用は必需品であるが、交通費として高価であるため１台を２名以上で利用
する制度。タクシー亭を作り時間帯で運行する。タクシーの空車対策に適応。

九州ひぜん信用金庫 ⑬

144 スポーツによるまちづくり事業
野球・サッカー等による専門教室を開設、県内外（海外）からの生徒を募りスポーツマン育成を行う、
プロの指導者を投与、県外・海外からの留学生に助成金を支給、親の宿泊施設の建設。

九州ひぜん信用金庫 ⑰ 共働き夫婦にとって、保育園・幼稚園の保育料は大
きな負担となっている。

145 住宅建築支援事業 新築を建設する３０代以下の世帯に助成金を配布。 九州ひぜん信用金庫

146 地場企業育成・販路拡大事業 合同商談会や個別商談会による販路拡大ｊの充実 九州ひぜん信用金庫

147 佐世保の魅力発信事業 東京スカイツリーにおける観光ＰＲ 九州ひぜん信用金庫 ⑰

148 地域資源を活用した事業
特定旅行者を対象にした「きらら」入場券の配布・（地方教育委員会への小学校対象に佐世保に佐
世保に来佐頻度の高いところ）

九州ひぜん信用金庫

149 地域密着観光事業
地域住民による観光客の歓迎会（横断幕の作成、佐世保物産のお土産配布等、よさこいチームの踊
り）

九州ひぜん信用金庫 ②

150 地域産業支援事業 地域商業空き店舗対策及びプレニアム付き商品券の発行支援 九州ひぜん信用金庫

151 地元就職推進事業 大学と連携した合同会社説明会の充実 九州ひぜん信用金庫

152 定住促進推進事業 転入ファミリーへの住宅取得補助拡充、通勤定期利用者への支援 九州ひぜん信用金庫

153 若年者雇用安定促進事業 キャリアコンサルタントによる休職支援、企業訪問体制の強化 九州ひぜん信用金庫

154 待機児童解消事業 私立保育園、認定子ども園の定員像のための整備支援 九州ひぜん信用金庫

155 保育園給食充実事業 保育所などにおける完全給食の実施 九州ひぜん信用金庫

156 がんと闘うまちづくり事業 がん検診受診率増加のためのコールセンター設置、企業の職員受診率の高増加率に対して助成金 九州ひぜん信用金庫 ⑬

157 大学との連携構築による'医師確保事業

地域での医師の確保定着のため、大学からの医師派遣のための寄付講座の設置検討を行う。特
に、出産・子育ての希望をかなえるために必要不可欠な、産科医、小児科医については、他の医療
圏と比較しても少なく、高齢化に伴い危機的な状況にあることから、喫緊の課題として取り組む必要
がある。具体的には、大学医学部に寄付を行い、市内の病院にサテライト教室を開設していただくと
ともに、医師の派遣を行っていただき、地域の課題（小児救急、周産期医療）について研究を行うとと
もに診療に従事していただく。なお、寄付講座終了後も関連病院としての医師の派遣が可能となるよ
うな関係を構築する。また、以上の取組を行うことにより、出産・子育ての環境を整備するとともに、佐
世保県北医療圏の拠点としての基盤を構築する。

佐世保市医師会
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158 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

地域での医師の確保定着のため、医療需要調査、医師Ｕターン支援等、具体的な事業を展開し、佐
世保地域の安定的・継続亭な医師確保を図る。医師Ｕターン支援については、医師会会員に調査を
行うとともに、大学医学部の同窓会名簿を活用し、市外勤務医師のデータバンクを構築し、Ｕターン
希望についてアンケート調査を行い、意思がある医師と個別面談を行い市内の基幹病院などへのＵ
ターンに繋げる。また、医師会会員への事業継承についてはの調査を行い、後継者がない医療機関
については、事業者を介し、事業継承の可能性について検討するなど、医師の安定的・継続的な確
保を図る。また、医療需要調査においては、将来的に不足する診療料などを把握し、医師の確保に
ついての検討を行う。以上の取組を行うことにより、佐世保県北医療圏の拠点としての基盤を構築す
る。

佐世保市医師会

159 緊急医療提供体制整備事業 緊急医療提供体制整備事業（当日提案） 佐世保市医師会

160 健康寿命延伸産業 健康寿命延伸産業（当日提案） 佐世保市医師会 ⑬

161 医療関係移転確保事業 医療関係移転確保事業（当日提案） 佐世保市医師会 ⑬

162 佐世保型ＣＣＲＣ事業 佐世保型ＣＣＲＣ事業（当日提案） 佐世保市医師会 ⑩

163 県内就職のしくみづくり 県内の学生が県内に就職できるしくみ 佐世保私立幼稚園協会

164 乳幼児の医療費軽減 乳幼児の治療費負担の軽減 佐世保私立幼稚園協会 ⑭

165 通学路の整備 安心した通学できる通学路の整備 佐世保私立幼稚園協会 ⑭

166 休日雨天時遊びの場整備 休日に雨の日でも遊べる場所の整備 佐世保私立幼稚園協会 ⑭

167 不妊治療に市独自の助成
医療保健が適用されない特定不妊治療費の県の一部補助に加え、市独自の助成制度を創設し、出
生数の増加を目指す。

市民代表 ⑬

168 空き家バンク（登録）利用促進事業 ＵＩＪターン向けに空き家を登録して利用促進する団塊世代の移住希望者へのあっせん 市民代表 ⑩

169 移住希望者向け短期滞在型住宅貸し出し事業 市が空き家を借り受け、移住を検討している希望者へ短期貸し出し、マッチング用施設を運営する。 市民代表 ⑩

170 ＪＡと市が協同して新規就農・漁・林業者のサポート
鹿児島県志布志市がＪＡと市が公社を作り、新規就農者を研修から独立後もサポートし、成功してい
るモデルがあり、参考にして市内に新規就（農・漁・林者）のサポート事業

市民代表 長崎市の長崎伝習所を参考とする。

171 健康寿命を伸ばして医療費・介護費用減少対策事業
いつまでも健康で地域で安心・安全に暮らすことができるよう、健康寿命をいかに伸ばし生活の質（Ｑ
ＯＬ）を高めていく事業

市民代表 ⑬

172 多子世帯の保育料負担の軽減策 多子世帯の保育所入所する２子、３子等の保育料の減免措置 市民代表 ⑭

173 海外ツアー客誘致パックツアー作戦販促事業
中国、韓国、台湾向けに県北を中心としたパックツアーを作成し、旅行社へ販促活動する。ＨＴＢや九
十九島を中心に、対馬のビートルとの連携も視野に入れる

市民代表 ②

174 婚活イベント 学生にヒアリングしたところ、出会いの場がほしい 長崎短期大学

175 婚活カフェ コミュニケーション能力不足の学生に対する人と関わる力をつける 長崎短期大学
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176 農産担い手育成 新規就農促進事業等、各行政機関と連携し取り組む ながさき西海農業協同組合

177 人材育成支援事業
長崎県地域人づくり事業を利用し、行動指針を策定、「求める職員像」を明確化
従業員の働く意欲の向上、働きやすい環境、若年職員の定着率向上を図る

ながさき西海農業協同組合

178 支店協同活動
利用者満足度向上による選ばれる支店づくりと地域との絆を深め、地域の真ん中にある支店づくりの
実践

ながさき西海農業協同組合

179 新規採用計画 新採用職員を毎年20名を計画している ながさき西海農業協同組合

180 一般事業主行動計画
職員が仕事と子育てを両立させ、職員が働きやすい環境をつくる。（ノー残業デーによる所定外労働
時間の削減、育児休業取得、短時間勤務制度、年次有給休暇促進）

ながさき西海農業協同組合 ⑮

181 空き家活用
観光圏重点地域として観光地域うくりに取り組んでいる地域（江迎・三川内・九十九島・俵ヶ浦島）で、
それぞれの地域づくりビジョンにあったIターン、Uターン者による空き家を活用した起業を支援し、よ
そ者、若者視点で地域の情報発信を担ってもらう。

佐世保観光コンベンション協会

182 黒島ブランド開発事業
黒島のジャガイモ、タマネギ等の根菜を使って、企業や有名シェフとの連携による黒島ブランド商品を
開発する。タマネギドレッシングやスープ、地域限定ポテトチップス等。観光来訪者を迎えるだけでは
なく、島民が誰でも日常生活の延長で参加できる。

佐世保観光コンベンション協会

183 公共交通機関及び宿泊施設整備 観光客にやさしい公共交通機関、ホテルの充実 佐世保観光コンベンション協会

184 大型ショッピング施設誘致 北部地域に大型ショッピング施設の誘致 佐世保観光コンベンション協会

185 企業誘致 企業誘致⇒佐世保で子供を育てても、就職先がない 佐世保観光コンベンション協会 ⑥

186 大学等の誘致 大学の誘致⇒学生が増える⇒交流人口が増える⇒観光業が活発化する 佐世保観光コンベンション協会

187 全国区のイベント企画
”よさこい”に続く、全国区のイベント開催
⇒佐世保市街地マラソンやウォークラリーなどを開催し、ポイント地点で特産物を販売

佐世保観光コンベンション協会

188 まちなかフィッシング大会企画 佐世保駅前の港湾でまちなかフィッシング大会 佐世保観光コンベンション協会

189 住宅地開発 三セクの鉄道会社を持つ地方都市である→MR沿線の駅周辺の住宅地開発 佐世保観光コンベンション協会

190 日本一企画 日本一長いベンチを設置する→日本一を見たい観光客増に。 佐世保観光コンベンション協会

191 佐世保名物料理 ストーリーのある名物料理を発掘する 佐世保観光コンベンション協会

192 駅弁の開発 駅弁の開発。海の幸をふんだんに使ったものにし、潮風のまち佐世保で食べる”イカリ弁当”など。 佐世保観光コンベンション協会

193 観光施設整備 白岳高原にスワンボードを設置 佐世保観光コンベンション協会

194 ミス＆ミスターコンテスト企画
佐世保市からミスユニバースが誕生したことから、ミス＆ミスターコンテストを開催し、入賞した方によ
る観光案内を行う。

佐世保観光コンベンション協会
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No 実施名称 実施内容 提案者
プロジェクト

Ｎｏ
備考

195 自転車のまち
おしゃれなあ自転車のまちにする→まちなかの道の整備につながり、駐輪場を増やすきっかけづくり
も。

佐世保観光コンベンション協会

196 高齢者再雇用事業 労働力不足解消のためにも、高齢者の活躍の場を増やす→リタイヤ後の再雇用など 佐世保観光コンベンション協会

197 最低賃金UP 最低賃金のUP 佐世保観光コンベンション協会

198 働くママのメディカルサポート
子どもの急病などで、日中学校や幼稚園から迎えを求められた場合に代わって対応するシステム。
また親自身の体調不良や入院時のサポート体制も含める。可能な限り看護師・保育士の資格保持者
がサポートする体制を作り、未就労の資格保持者の仕事復帰にも繋げる。

市民代表 ⑭

199 HTBのオプションツアー
美と健康作りに取り組んでいるHTBと連携し、佐世保市内へのOPツアーを作ってもらう。有機農業や
畜産・養蜂業者を訪ねてもらい、新鮮で高品質な佐世保の品物を知ってもらう。その後は通販で購入
を続けられるようにする。

市民代表 ④

200 人づくりで街づくり
いわゆるコーディネーターや組織運営等をする人材を育成。コミュニケーションや社会心理学など専
門的に学ぶ。企業だけでなく地元のNPOやボランティアグループのリーダーなどを対象にして、「ひ
と」を知り、活かす方法を専門家から教えてもらう。

市民代表 ⑫⑯

201 子育て家庭の共同別荘

市内の山間部や海に近い北部など自然環境が豊かな地位の空き家を活かし、複数の家庭が割安で
別荘として利用。週末などに家族みんなでスポーツやBQを楽しむ。集合住宅に住んでいたり、近所に
遊び場がない家庭の子供と親が、のびのびと羽を伸ばせる場所を作る。日常的な管理やルール作り
などを、コーディネーターが支援する。

市民代表 ⑭

202 働く体験ホームステイ

小中学生を対象に、第一次産業の家庭にホームステイする。ホストファミリーと一緒に働き、モノ作り
を行うことで体験を深め、将来的な職業適性も考える機会とする。できれば継続できるシステムにし、
夏・冬・春休みと年間通した活動で、仕事の成果や魅力まで伝わるようにする。親も一緒に受け入れ
て、CCRCに鵜投げてもOK

市民代表 ⑫⑯

203 シルバーJAZZフェスティバル
ジャズエイジと言われる高齢の人達を対象にしたイベントの開催。往年の名曲を楽しんだり、スタン
ディングではなくゆっくり座って鑑賞できる場を作る。トイレ環境を整えたり移動のサポートスタッフを
充実させる。全国にPRして高齢のジャズファンを取り込む。

市民代表 ①

204 バラエティ婚活サポート
初婚の若者でなく、結婚歴があったり、子持ちだったり、主夫をしたい男性など多様な人たちが自分
にあった相手を見つけられるようにサポート。

市民代表 ⑮

205 第一次産業へのインターンシップ
大学生が第一次産業へインターンシップをすることで、仕事を知るだけでなく、経営の効率化機械化・
IT化の可能性なども探っていく。海外への販路拡大やネット販売の活用など、高齢になりがちな経営
者への情報提供を行うことも目的とし、後継者不足の解消にも繋げる。

市民代表 ⑨⑪

206 ワンコイン検診・健康カフェ
500円程度で気軽にできる血液検査等をを行い、病気の予防や早期発見をする場を作る。また中高
年の方々が健康作りについて情報交換を行うカフェも併設し、定期検査だけで病院受診することを減
らし医療費の削減にも役立てる。

市民代表 ⑬

207 メモリアル―パーク事業
都市部では墓地の不足が深刻な状況。永久供養ができて、明るい雰囲気の綺麗な墓地・納骨堂を作
り、市外へPRする。CCRCや元気な高齢者を呼び込む事業と連動させていく。

市民代表 ⑬

208 企業誘致（雇用の確保）

商品・サービスに革新性、新規性が認められるか、または経営手法に新規性が認められる事業で、
高成長、高収益を遂げている企業または潜在成長力のある企業（ニュービジネス企業等）、地元産業
の成長に寄与する企業（防衛関連企業等）を対象に誘致促進を図る。社会減対策として、新入社員
の雇用を推進する。特に男性社員の雇用確保を積極的に推進する。

佐世保地域経済活性化推進協議会
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No 実施名称 実施内容 提案者
プロジェクト

Ｎｏ
備考

209 住みやすい地方Ｎｏ.1を目指す

・恵まれた環境で仕事や生活を楽しむ豊かな人生を送るため、①子育て環境費の費用負担の軽減、
②医療機関の連携強化、役割分担の明確化、③まち全体での健康づくりが行える仕組みづくり、④
民主導のまちの賑わいづくりの推進体制のための環境づくり等により、子育て・教育、医療・健康・娯
楽・教養分野の充実を図る。
・遊休地（施設）の有効活用。空き家解体やリフォーム時の補助や中古住宅の市場流通拡大への取
組み（空家の有効活用）
・UIJターンに関して、高齢者を優先するのではなく、若い世代に対してもUIJターンの推進を図る。

佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑬⑭

210 ながさき海洋・環境産業拠点特区の活用
地域経済活性化に向けた海に関する事業の整備、立ち上げ（造船技術を活用した新たな事業の創
出・事業の展開、海を生かしたレジャー開発、離島の海洋開発・産業振興等）

佐世保地域経済活性化推進協議会

211 観光振興流動人口増加への活動（10km観光圏構想）

ハウステンボスの連携強化。佐世保の主要観光施設・地域は佐世保の中心部より１０㎞の範囲内に
位置しており、この圏域の一体的な観光振興に向けた「１０㎞観光圏構想」を作成する。観光消費額
を増加を実現させるため、周遊ルート整備を進め、周遊型・滞在型・体験型観光の強化などで宿泊客
数（１～２泊）の増加を目指す。

佐世保地域経済活性化推進協議会 ②

212 自衛隊（海上、陸上、水陸）、米海軍、国として地域貢献を強く要望
海自の広報（PR)又は歴史資料館として展示館（護衛艦等）のウォーターフロントへの設置・係留（観
光資源としても利用）。艦船補修や基地関連メンテナンス業務等の地元最優先発注の推進（メーカー
の地元進出）。物品、資材関連の購買も地元優先発注。

佐世保地域経済活性化推進協議会

213 佐世保港周辺開発プロジェクト

老朽化した「万津町ターミナルビル」の再開発や、五番街に隣接する貴重な観光資源である「朝市」
の再活性化を図りたい。「万津町ターミナルビル」については、PFI・PPPなどを用いた再開発手法を
官民一体となって研究しており、近隣の五番街とも連携できる施設を模索している。また、「朝市」に
ついては、地元住民のみならず、観光客誘致の目玉の１つなるような品揃え・外観・営業時間などを
検討すべきと考えている。できれば、「道の駅」のような施設機能を持たせることも検討したい。

佐世保地域経済活性化推進協議会 ③⑥

214 アメリカタウンプロジェクト

「アメリカ」をキーワードとする新規創業や建物リノベーションなどの関連事業を促進していく。具体的
には、「米軍放出物資・アメリカ産グッズを販売する物販店」や佐世保米軍基地にあるレストランと同
等な外観・サービス内容を有する「産学官連携レストラン『ハーバービュー』」、アメリカ仕様のベッドの
大きさ・食事内では、外貨（ドル等）で買い物できるようにする。さらに、佐世保外人バー街・アメリカン
フェスティバルとの連携も検討する。

佐世保地域経済活性化推進協議会 ①

215 地元優先入札制度を設ける、海上自衛隊
地元製造業者の活性化策。米軍、自衛隊の入札制度を、佐世保地区中小業者を優先的に行う部署
を設ける。潜水艦部隊の佐世保配備の推進。

佐世保地域経済活性化推進協議会

216 ふるさと納税制度の見直し、佐世保振興券のネット販売
市民もふるさと納税者制度を活用し税負担の軽減と産物の提供。県外からのUターン者に、税金優
遇措置を行う。ネット販売で観光客へ佐世保振興券を販売する。

佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑩

217 防衛道路の早期整備 自衛隊の崎辺地区活用を円滑にするため、前畑・崎辺道路の建設を早急に実現する。 佐世保地域経済活性化推進協議会

218 土地の有効利用

佐世保市は平地が少なく、従って地価が高く、家賃も高い。企業誘致できる土地も少ない→（解決策）
【建蔽率、容積率のアップ】例えば容積率200%を400％にすると土地が広がった計算になる。【未活用
容積率の転用】活用されていない容積率分を別の所で活用可にする。【農地の工業地転換】今後30
年で30%人口減少する佐世保は農業後継者減すると同時に、県内や国内での食糧が不要となる。雇
用創出の為に工業用地を増やす。

佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑥

219 工業系高校の数と工業系企業の数のバランス
工業系企業の年間採用数が少ないことが就職時に県外に出ていく原因の一つ→（解決策）【工業系
高校の定員削減】工業系定員を商業系または普通高校に割り当てる。【工業系企業】工業系企業の
業務拡大支援策の拡充。

佐世保地域経済活性化推進協議会

220 社会減による税収減対策

県税で教育した6,000人が、毎年、県外へ就職していくので税収減。→（解決策）【出稼ぎ作戦】学校教
育で県・市にお世話になった恩返しをするように指導。就職しても地元に住所を置いておかせる。【資
産家の佐世保転入（住所のみ）】佐世保に縁のある資産家に住民票を佐世保に移してもらう。候補
者：ほっともっとか：会長、社長。ジャパネットたかた：会長、社長。HTB：澤田社長、ほか幹部社員。名
村造船・SSK：社長。作家・村上龍。原田泳幸氏。

佐世保地域経済活性化推進協議会

13 / 17 



No 実施名称 実施内容 提案者
プロジェクト

Ｎｏ
備考

221 人口減少に対する危機感の醸成

【専門家による講演会開催】就学生を持つ親を対象に講演会を開催し、県外就職により、親たちの将
来の生活がどうなるかを認識させる。【若者の郷土愛・教育】①地元で働くことの大切さ②就職しても
住民票を地元に残しておく③東京では子供が欲しくても子育てが難しい都市（出生率1.1）であるの
で、現実には２人以上の子供を祖あてることが無理である。④東京では親からの支援が得られない
など教育を徹底する。

佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑪⑫

222 若者女性の就業促進

今後３０年で人口は30%、出産可能な女性の人口は46%減少するので、人口が急減→（対策）【若年女
子の雇用拡大】企業は女性の雇用を増大させなければ、県外へ女性が就職していき、生産年齢の男
性の数も減る。【育児休業制度の促進】育児休業制度が整備されていない企業の指導。企業経営者
は若者女性の雇用がいかに重要なカギを握っているかを再認識し、女性の雇用の増大と促進に取り
組む。県・市は条例を作る。

佐世保地域経済活性化推進協議会

223 周辺地区からの移住促進
県内の消滅可能自治体を食い止める努力は不毛→（対策）【中核都市の発展に集中】存続可能佐世
保に選択・集中し、県の人口減少の防波堤とする。【住宅の整備】市営住宅を移住者には格安で提供
する。空き家を借り上げて、移住者に安く提供。

佐世保地域経済活性化推進協議会

224 アイデア募集
【アイデアを持った人材を顧問に採用】元武雄市長など奇抜なアイデアを持つ人材を積極的に顧問に
採用。【若者のアイデア募集】将来を担うのは若者。彼らの意見無しに将来像を描いていいものか

佐世保地域経済活性化推進協議会

225 佐世保成功体験ツアー
佐世保ならではのもので、誇れるのは「ほっともっと」「ジャパネットたかた」「ハウステンボス」。この成
功体験に触れるツアーを修学旅行の企画として売り込む。できれば、ご本人たちから、直接話が聞け
れば最高だが、成功までの苦労話、成功に至るきっかけなど分かるような展示物と説明でも十分。

佐世保地域経済活性化推進協議会

226 企業表彰
製造業の発展の為に、製造業の新製品、新事業などの表彰制度を作る。（商工会議所・工業部会で
検討を重ねてきたが、難しかった。表彰金額予定、評価者などの点で）

佐世保地域経済活性化推進協議会

227 佐世保駅の移転
早岐駅でスイッチ・バックして佐世保駅に入るというのは全国でも珍しいし、時間の無駄。従って、早
岐駅を佐世保駅とする。佐世保・早岐間は松浦鉄道でピストン運行とする。これにより、早岐地区に
新たな発展が望めるという経済効果・大。

佐世保地域経済活性化推進協議会

228 佐世保市の愛称

今はハウステンボスも有名になり、佐世保にあることを多くの人が知っていると思う。以前はハウステ
ンボスは長崎にあるのだろうと言われていたと思うし、もしかすると、今でもそう思っている人がいる可
能性が高い。このことが、ハウステンボスに来た観光客が佐世保に足を延ばさない原因の一つに
なっていないか。それであれば、佐世保市の愛称を「ハウステンボス市」としては如何か。移住者を呼
び込む材料になるかも。

佐世保地域経済活性化推進協議会

229 佐世保出島構想

・全国には純金融資保有額1億円以上の富裕層95.3万世帯、5億円以上の超富裕層5.4万世帯、合計
100.7万世帯（野村総研調）がおり、その大半が関東圏、関西圏、中部県に多く生活している。
・それらの富裕層のニーズは安心・安全な生活、具体的には災害がなく、治安が良く、税金の安いこ
とを希望している。
・そこで、自身が少なく強い地盤を持ち、穏やかな海、大村湾を臨む立地を生かした新しい街を創造
していくことを提案する。
・まず、大村湾を埋め立て人口島を建設する、または、米軍よりの変換地域、半島・無人島の開発
等、海を望む地域に特区を作る。
・この特区には、全国一安い住民税・固定資産税を適用し定住を促す。
・会場交通網を整備し、超高速船による長崎空港とのアクセスをよりスピード化し、3大都市圏と2時間
程で継ぐ。
・民間は高級で付加価値の高いサービスの提供を目指す。価格にこだわらず価値の創造を追求する
ことにより、利益が生み出され地元も潤う。
・この好循環により共生が可能となり、将来的には税収も増加する。

佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑩

230 地方大学活性化 県立台宅を佐世保市街中心部（競輪場など）に移転し、中心部人口を増加し、街の活性化を目指す。 佐世保地域経済活性化推進協議会

231 ミニ佐世保
佐世保版“キッザニア”、既存の“キッザニア”誘致と地元の産官学とのタイアップ、地元企業を付向け
た職業体験

佐世保地域経済活性化推進協議会 ④

232 放送局による佐世保特集
民放の月1回の1ｈ枠を利用し、地元の企業など紹介する番組を作成。スタッフは新たな雇用創出。局
はオブザーバー→4局でそれぞれテーマ別に展開（新聞で告知、連載記事を組む）→DVD作成（小中
高に配布）

佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑪

233 商店街空き店舗による佐世保ＰＲ
商店街の空店舗に“ワーキングスペース”を開設。利用者には宿泊＋食事＋観光のパック（魅力的
な）を提示。SNSで拡散。シーサイドも検討。

佐世保地域経済活性化推進協議会

14 / 17 



No 実施名称 実施内容 提案者
プロジェクト

Ｎｏ
備考

234 通信販売会社誘致 通販会社を誘致、通販起業家を支援、特区構想で、産学と連動 佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑥

235 ＵＩＪターン、子育て世帯への支援 ＵＩＪターン、子育て世帯に補助金 佐世保地域経済活性化推進協議会

236 佐世保バレー ＩＴ企業誘致（韓国、中国、台湾含めた）、子育て特区、リゾートオフィス構想 佐世保地域経済活性化推進協議会

237 長崎・佐賀空港と佐世保のアクセス性強化 マイクロ、定期船運行によるアクセス性強化、雇用創出 佐世保地域経済活性化推進協議会

238 早岐～佐々間の鉄道整備
現在は1日1本だけの松浦鉄道がJR早岐まで乗り入れるダイヤの拡充。早岐～佐々の路線を一体化
して充実される。大宮駅、白岳駅、黒髪駅、陣の内駅等の新設を検討。長期的課題として松浦鉄道
のLRT化、BRT化も視野に。

佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑬

239 歩いて楽しむ九十九島観光

現状の九十九島観光は遊覧船と展望台が主体ですので、「多島海の眺めを楽しみながら歩く」遊歩
道整備を提案します。
案1：船越展望台から坂道を下り田崎真珠横の陸繋島にある淡島仁者まで。
案2：淡島神社から海岸を見下ろす小道を通って片岡水産横を通り鹿子前海岸繋島の恵比寿神社
へ。
案3：海きららから淡島神社、船越展望台、森きららを通り、石岳展望台へ登るトレッキングコース。九
州オルレ認定を目指す。

佐世保地域経済活性化推進協議会 ②

240 移動販路（スーパー）事業

・佐世保市内で高齢者を含む買い物にお困りの方々への移動販売（スーパー）事業の実施。
・佐世保市北部の商業施設がない地域並びに高台にある地域5ルートを設定して、移動販売車を用
いて、週2回同一ルートを移動販売（スーパー）する事業。
・まずは自社で実験的にこの事業に取り組み。事業検証を行う。事業拡大の見込みが出た場合は個
人事業者を募り、FC事業化を図る方向。
・この新たな事業は今年の10月にスタート予定としている。

佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑬

241 磯焼け対策（春藻場及び四季藻場の育成研究） 閉鎖海域のリン及び窒素の低減と藻場育成を促進させる為の人口漁礁開発と検証 佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑨

242 官民一体「駅前・アーケード・35号線」のボランティア清掃活動

今年の2月に着任したが、10年ぶりに訪れた佐世保はとても街がきれいになったと驚いた。
2月ハウステンボスの清掃活動は素晴らしかったが、継続されていない。そこで、少し拡大して佐世保
市で行うべき。自らの手で清掃した「駅前・歩道・アーケード街」に愛着と若い方々の郷土愛を育み意
味で清掃活動を定期的に官民一体となって継続してはどうか。
若い女性の方々が、福岡や関西、関東に出ていくことを少しでも食い止めるには、「きれいで清潔」・
「人がいて」・「安心して」暮らせないと残ってくれませｎ。
「清掃活動⇒コミュニケーション⇒横のつながり」等の醸成につながると考える。
団塊世代の皆さんの方々が次々と定年退職を迎えている。青少年と高齢使者の交流になる。基本的
にボランティアをベースに推進することでお金もかからない。

佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑮

243 米軍基地との共生推進

・更なる米軍部隊の積極誘致
・米軍住宅及び関連施設の整備
・5年後の英語公用語化、英語標識完備
・米軍関係者向け免税店等設置
・地域住民との交流事業推進

佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑤

244 高齢者雇用の推進
これから地方は若者が減り、高齢者が増加する。この高齢者の労働力を生かせるような対策が必
要。

佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑬

245 海外からの旅客船の誘致
・佐世保への歩留まり
・観光の充実（九十島等）
・市内めぐりバスツアー等

佐世保地域経済活性化推進協議会

246 地方創生に至る都会からの体験研修
・自衛隊の魅力（若者）
・造船の復活

佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑤⑰

247 教育の向上
・国際化の更なる向上（イベント等）
・米国人による佐世保再生への協力体制の確立

佐世保地域経済活性化推進協議会
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248 美しい、楽しいまちづくり

九十九島の美しさ、街並、景観の美しさを活かす。
①弓張山展望台の一番奥の公園は、子どもが遊べる遊具があるが、木がうっそうと残り、暗く、周囲
の風景が全く見えない。木がうっそうと茂り、暗く、周囲の風景が全くない。木の伐採をし、展開峰のよ
うな、九十九島を一望できる観光スポットにしてはいかがでしょう。
②楽しい場所づくり（子ども・若者・高齢者）が域内と思う場所。

佐世保地域経済活性化推進協議会

249 安定・安泰、生きがい、地元で生きることができるまちづくり
①若者や後継者がいない事を悩む経営者は沢山いると思う。かといって、雇いたくても技術や資格を
持った人材がいないし、それぞれの経済的体力も悩ましい所。技術の部分の価値の総意でなかなか
人件費も向上されないし、物に対する価値観も相違があり、物価の契機回復を底上げしたい。

佐世保地域経済活性化推進協議会

250 美味しい、楽しい、嬉しいまちづくり
①街なかで、させぼ市場として市民や観光客がふらっと立ち寄り、させぼの産物や土産物を買い物
出来たり新鮮な魚や野菜が食べられるこうりゅ市場やイベントや譲歩宇藤の発信をする集約されたコ
ミュニティ場所を作る。1つの建物に集約した案内スポット。

佐世保地域経済活性化推進協議会

251 出会いの場創出 結婚、出産のために、出会いの場をつくる。 佐世保地域経済活性化推進協議会

252 お年寄りと子どもの交流促進 安心して遊べ、地元愛に溢れる子ども達をつくる。お年寄りや社会で活躍する人から知識を授かる。 佐世保地域経済活性化推進協議会

253 高齢者が出掛けたくなるまちづくり 医療、介護は、元気な高齢者も経度な要介護の方も出かけていきたい街なかづくり。 佐世保地域経済活性化推進協議会

254 ＩＴ活用（総合）

①政策項目は他都市とさほど変わらないと思われるので、それぞれの施策の実行プランが他都市よ
りぬきんでたプランになるかどうかが大きなポイント。
②すべての政策の推進にITを活用した創生プランとすべき。
③ITを活用したプロジェクト支援チームなどを本部におくべき。

佐世保地域経済活性化推進協議会

255 賑わいのあるまちづくり

①他都市では商店街再開発が立案され振興しているが、佐世保市の中央商店街づくりのビジョンと
施策が見えない。
②商店街活性化の為の施策が補助金活用のイベントだけでは、街の賑わいは一過性のことに終わ
る。商店街の体力をつける補助金の出し方も考えるべき。
③SASEBOまち元気協議会（及び未来塾、また、次に考えられる新しい会議も同様）のメンバーが特
定の企業や集団ではなく多様な立場から意見を述べるメンバーを揃えた会議にすべき。（会議がイベ
ント化していないかどうか）

佐世保地域経済活性化推進協議会

256 ベンチャービジネス
①ベンチャー戦略特区を設置して産学官共同でIT他ベンチャービジネスの起業・育成・湯地を行うべ
き。

佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑦

257 公民連携によるまちづくり 未来にわたって人、素材、文化、資金が循環するまちづくり 佐世保地域経済活性化推進協議会

258 地元高校との連携による雇用創出 地元高校と連携を深めての雇用創出 ながさき西海農業協同組合

259 農協と漁業の「自然塾（仮称）」 農協か漁業のコラボによる「自然塾（仮称）」 ながさき西海農業協同組合

260 広域行政による6次産業化の推進 広域行政による6次産業化の推進 ながさき西海農業協同組合
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261 公契約基本法・公契約条例の制定による公契約の適正化事業

地域の活性化と住民サービスの向上、適正な取引関係を確立する観点から、公契約条例を制定す
ることを検討願いたい。
昨今、厳しい財務状況を背景とした公契約のコストダウン要請と受注のための過当競争が相まって、
受注価格の低下が続き、結果として労働者の賃金等の労働条件の著しい低下を招いています。この
ことが、公共サービスの質の低下の懸念を惹起すると同時にさらなる価格の低下を招くという悪循環
が生じています。
このような状況を打開し、公共サービスの質の確保、さらには地域における適正な賃金水準の確保、
地域経済の活性化をすすめていくためには、自治体における契約・発注のありかたについて問い直
し、安定した企業経営と雇用の下に労働者の賃金・労働条件の改善が欠かせないと考えます。
公契約は、住民の税金によって賄われているものであり、効率的に透明性高く行われるとともに、国
民生活の向上と活力あふれる社会の実現に寄与するものであってほしいものです。ご検討をお願い
したい。

連合佐世保地域協議会

262 米国人との協力体制の確立（イベント、教育分野） 米国人との協力体制の確立（イベント、教育分野） 佐世保地域経済活性化推進協議会 ①

263 ニュービジネス企業、防衛関連企業誘致の促進 ニュービジネス企業、防衛関連企業誘致の促進 佐世保地域経済活性化推進協議会 ⑥
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