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目次 

第１編 地方創生総論 

 

第２編 佐世保市長期人口ビジョン 

１ 人口の現状分析 ～現実をみる～ 

（１）人口動向分析 ～私たちが来た道～ 

①人口の推移 

②年齢構成の変化 

③社会移動の状況 

④自然動態の状況 

（２）将来人口の推計と分析 ～国の推計に見る未来～ 

①将来人口の推計 

②年齢構成の将来推計 

（３）人口の変化が地域の将来に与える影響 ～人口減少の課題～ 

①市民生活への影響 

・地域別将来推計に基づく地域課題 

・地域医療と社会保障に関する課題 

②地域経済への影響 

・佐世保市域の経済規模に関する影響 

・産業別担い手の観測 

③市の行財政への影響 

・公共施設の適正配置と地域住民サービス 

・人口減少が及ぼす本市財政への影響 

２ 人口減少対策・地方創生に向けた手がかり 

（１）将来展望に必要な調査･分析 

①人口減少に関する市民意識調査 

②市民の結婚・出産・子育てに関する意識や希望の調査 

③大学生の進路等の希望調査 

④高校生の進路等の希望調査 

⑤地方移住の希望に関する調査 

⑥転入転出者実態調査 

⑦就労に関する調査 

３ 人口の将来展望 ～希望の兆し～ 

（１）目指すべき将来の方向 

①現状分析の結果等から見る方向性 

②取るべき対策の方向性 

（２）人口の将来展望 
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第３編 佐世保市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

１ 総合戦略について 

・総合戦略の主役は市民 

・計画期間 

・策定及び推進体制 

・基本構成 

２ 総合戦略の推進のための仕掛けづくりの必要性 

・総合戦略と組織（関係）づくり、ひとづくり、資金づくり 

・継続的展開のためのコーディネーターの必要性 

３ 基本目標に基づく事業展開 

（１）総合戦略の体系 

（２）「しごと」と「ひとの流れ」の好循環と市民の暮らし 

①しごとづくり 

②ひとの流れ 

③結婚・出産・子育ての希望 

（３）地域経営と広域連携 

①住民主体の地域経営 

②西九州北部地域の核としての役割と広域連携 

４ 地方創生に向けた長期的な挑戦 

・2060年まで45年をかけた地方の挑戦 

・総合戦略の適時見直しと時機を捉えた展開 

 

第４編 総合戦略プロジェクトとその実践 

１ プロジェクト実践による総合戦略推進の意義 

・テーマに基づくプロジェクト化の意義 

・総合戦略と総合戦略プロジェクトの関係性 

２ 総合戦略プロジェクト 

（１）テーマ別プロジェクト 

・主要プロジェクト 

 プロジェクトの参画主体と連携 

（２）プロジェクト推進体制とコーディネーター 

（３）戦略的段階的な中長期展開と見直しも含めた工程 
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第１編 地方創生総論 

１ はじめに  

◆佐世保市にとっての地方創生と総合戦略の定義 

・2008 年（総務省統計局）に我が国の人口が減少に転じ、今後人口が急減することが見込まれてい

る。この要因としては出生率の低下と特に出生率の低さが際立っている東京の一極集中であり、

この東京圏への人口の集中が日本全体の人口減少に結び付いていると国は分析している。 

・国は、国民の出生の希望を叶えることと、東京の一極集中の是正を果たす長期人口ビジョンと総

合戦略を掲げ、国民の希望の実現に全力を注ぐ地方創生による地方の若返りを呼びかけている。 

・この「地方創生」とは、地方から大都市圏へ人材を輩出し続けてきたこれまでの構図を転換し、

地方で国民の希望を叶える豊かな暮らしを実現することを目指しており、地域が主体性をもって

頑張り、元気な地域をつくることが求められているものと換言できる。 

 

・国全体が人口減少に向かい地方においても急激な人口減少が見込まれる中で、元気な地域を次の

世代に繋げていくためには、若い人や女性の活躍、子育て環境、雇用づくりと人材育成などの必

要性がさらに高まっており、若い人の流出による人口減少は地域社会としての共通の課題である。 

・佐世保市では、これまで人口を見据えながら総合計画を策定し、行政として進めるべき政策につ

いて方向性を定め行政運営を進めてきた。 

・これまでも市民協働の考え方をもって官民連携を進めてきたが、人口急減に至る局面においては、

行政だけではなく、オール佐世保での連携した取組みが必須となっており、産学金官労言民福の

連携に視点を向け、「共働（ともに働く）」を強めることが必要であると考える。 

・総合計画は行政が中心の計画であるのに対し、総合戦略はオール佐世保として人口減少社会の共

通課題に対する産学金官労言民福の各主体が連携する方向性を示すものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆佐世保市まち・ひと・しごと創生総合戦略の主旨 

（佐世保市の成り立ち） 

・佐世保という都市は、海と里の暮らしであったところに海軍鎮守府が置かれて急速に発展した都

市であり、終戦後のアメリカ海軍の駐留や西海国立公園九十九島の指定、ハウステンボスの開業

など、地勢を含め地域の特色に応じた新たな展開により常に動いてきた都市である。 

 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

佐世保市第６次総合計画 

（行政計画） 

まち・ひと・しごと創生総合戦略 

企業、大学、金融機関、各種組織等の活動 

総合戦略アクションプラン（仮称）、総合戦略プロジェクト 

人口減少に関す

る共通テーマ・ 

接点でツナグ 
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・豊かな自然に育まれ農業・漁業といった第一次産業で地域の宝を育て、造船業をはじめとする第

二次産業で地域の経済を支え、住民生活を支えるサービス産業や交流人口を支える観光業など第

三次産業で発展してきた。そういった人々の暮らしがある。 

（目指す将来の人口動態） 

・佐世保市は 1960 年の統計開始以来、転出超過が続いており特に若い世代が就学・就職によって

佐世保を離れている。比較的高い出生率にも拘らずこの若い世代の減少が人口減少に拍車をかけ

ることに繋がる大きな要因となっている。 

・目指す将来の人口像は次の２つの視点をもって取り組む。 

●転入転出を均衡させ、転入超過に持ち込む。 

●市民の希望を反映した合計特殊出生率 2.09 を達成する。 

 

（地方創生の基本的考え方） 

・人口減少に歯止めをかける直接的な定住人口対策の基本的な考えは次の２点。 

●オール佐世保で連携し内側の力を鍛える。（潜在能力を高める。）そのため、頑張るヒトを応援

する。 

●東アジア戦略（統合型リゾート等を含む）、政府機能、本社機能の移転など、新たな外の力で変

化を生み出す。 

・また、減少する定住人口をカバーするために交流人口の拡大を図る。 

 

 

◆佐世保市まち・ひと・しごと創生総合戦略の構成 

この総合戦略の構成は、総合戦略の主旨、人口ビジョン、総合戦略、総合戦略プロジェクトの 4

編構成とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第１編 

地方創生総論 

第２編 

佐世保市長期人口ビジョン 

第３編 

佐世保市まち・ひと・しごと

創生総合戦略 

第４編 

総合戦略プロジェクト 

オール佐世保としての地方創生の主旨 

これまでの歩みと課題、オール佐世保で目指す将来の

佐世保の姿 

「しごとづくり」と「ひとの流れ」、「結婚・出産・子

育て」、「地域づくり」の４つの基本目標に基づくオー

ル佐世保の取組みの方向性 

オール佐世保で連携する形を創造する 

テーマに基づくプロジェクトの推進 

（概要） 
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第２編 佐世保市長期人口ビジョン 

１ 人口の現状分析 ～現実をみる～ 

（１）人口動向分析 ～私たちが来た道～ 

①人口の推移及び②年齢構成の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③社会移動の状況及び④自然動態の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ポイント 

・総人口は 1960 年の 262,484 人をピー

クに緩やかな減少。 

・平成の大合併により一時的に増加する

も概して減少傾向。 

・生産年齢人口は一定規模を推移しなが

らも緩やかな減少。 

・年少人口は減少傾向、老年人口は増加

傾向で、1995 年に年少人口を逆転。 

ポイント 

・統計開始以来常に転出超過。 

（若い世代の転出超過が大きい） 

・2005 年に自然減に転じる。 

（合計特殊出生率は比較的高い。） 

（国勢調査より） 

（国勢調査より） 
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（２）将来人口の推計と分析 ～国の推計に見る未来～ 

①将来人口の推計 

②年齢構成の将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）人口の変化が地域の将来に与える影響 ～人口減少の課題～ 

①市民生活への影響 

・地域別将来推計に基づく地域課題 

・地域医療と社会保障に関する課題 

②地域経済への影響 

・佐世保市域の経済規模に関する影響 

・産業別担い手の観測 

③市の行財政への影響 

・公共施設の適正配置と地域住民サービス 

・人口減少が及ぼす本市財政への影響 

 

２ 人口減少対策・地方創生に向けた手がかり 

（１）将来展望に必要な調査･分析 

①人口減少に関する市民意識調査 

②市民の結婚・出産・子育てに関する意識や希望の調査 

③大学生の進路等の希望調査  

④高校生の進路等の希望調査 

⑤地方移住の希望に関する調査 

⑥転入転出者実態調査 

⑦就労に関する調査 

 

ポイント 

・過去は約 25 万人規模を推移したが、国全

体の人口が減少に転じた中、今後は急激な人

口減少が見込まれる。 

・生産年齢人口の割合の減少と老年人口の

割合増加（高齢化）が目立つ。 

・年少人口の割合の減少も課題。 

 

・佐世保市だけではなく周辺地域を含めた

西九州北部地域全体で減少する。 

（広域エリア一帯で縮小していく見込み。） 

（社人研推計より） 
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３ 人口の将来展望 ～希望の兆し～ 

（１）目指すべき将来の方向 

①現状分析の結果等から見る方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

②取るべき対策の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ポイント 

・地元佐世保に残りたい若者の存在。 

・比較的高い合計特殊出生とさらに高い希望出生率。課題は若者の定着。 

・人口減少をカバーする交流人口増加の兆し。（観光、ＨＴＢ等） 

・高等教育機関の存在と地域連携拡大の動き。（ＣＯＣ、ＣＯＣ＋等） 

・産学官金労言民の連携の兆し。 

 

ポイント 

・目指す将来の人口像は次の３つの視点をもって取り組む。 

①希望を反映した合計特殊出生率 2.09 を達成する。 

②転入転出を均衡させる。（転出超過を抑える） 

③転入超過に持ち込む。 
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（２）人口の将来展望 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ポイント 

・希望出生率の達成と転出超過の解決で人口減少を緩やかにする。 

・更に積極戦略で転入超過をめざし、定住人口の維持向上と交流人口効果で経済規模の維

持・発展をめざす。 

 

※目標設定は、これからの取り組みを鑑みながら総合戦略策定に合わせて整理する。 

（政策推進センター作成） 



未定稿 

9 

 

第３編 佐世保市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

１ 総合戦略について 

・総合戦略の主体は頑張るヒト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・計画期間 

 

 

 

・策定及び推進体制 

 

 

 

・基本構成 

 

 

 

 

 

ポイント 

・佐世保市全体の課題とその中での行政課題。ここから見える役割と連携の必要性。 

・オール佐世保にならなければ地方創生は為しえない。主役は市民。 

・国、県、市の総合戦略と相互連携。 

・市の全体の方向性としては、第 6 次総合計画後期基本計画の重点プロジェクト等の取組み

を礎に置きながら、オール佐世保で連携できる取り組みを構築する。 

・よって、オール佐世保のそれぞれのアイデアから連携できるテーマを探し、プロジェクト

組成を進めていく動きを創っていくことを主眼として総合戦略を策定する。 

・取り組む方向性としては、①オール佐世保で連携し内側の力を鍛える。②新たな外の力で

変化を生み出す。③減少する定住人口をカバーするために交流人口の拡大を図る。 

・これらを基本的考えとして、共通課題・テーマで広く連携し、頑張るヒトを応援する。 

ポイント 

・2060 年までの取組みの序章としての 5 年間。2015～2019 まで取り組む方向性を定める。 

ポイント 

・庁内の策定本部会議、オール佐世保の地方創生推進協議会と議会との関係。 

ポイント 

・基本目標－基本的方向性－施策   ＫＰＩ  

総合計画に基づく重点プロジェク

ト等が基軸となり、地方創生のテ

ーマに沿ったものをピックアップ 

 

官民連携で相乗効果が高まるも

の、行政課題として優先度が高い

ものから取り組む。 

 

地方創生のテーマに沿った主体的

な取り組みを促進。 

 

相乗効果が高まるものを中心に連

携して取り組む。 
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２ 総合戦略の推進のための仕掛けづくりの必要性 

・総合戦略とプロジェクト（後述）との関係。その推進のために必要な「組織（関係） 

づくり」、「ひとづくり」、「資金づくり」 

 

 

 

 

 

 

・継続的展開のためのコーディネーターの必要性 

 

 

 

 

３ 基本目標に基づく事業展開 

（１）総合戦略の体系 

「しごと」と「ひとの流れ」の好循環と市民の暮らし 

 

基本目標Ⅰ（しごと）25万人規模の佐世保を未来にツナグふるさと産業づくり 

・既存産業の強化と人材育成、交流人口の拡大 

・新しいしごとの創出 

基本目標Ⅱ（ひと） 佐世保を、みんなが住みたい「夢をかなえるまち」に 

・夢をかなえる佐世保暮らしの実現（移住・定住促進） 

・効果的な情報発信 

基本目標Ⅲ（結婚…）希望を叶える“しあわせサイクル”をつくる 

・若い世代や女性のしあわせを叶え、広げる 

・結婚、出産、子育てのしあわせを叶え、広げる 

 

好循環を支える地域づくりと広域連携 

 

基本目標Ⅳ（地域）住民主体の地域経営と西九州北部地域の広域連携 

・住民主体の地域経営 

・民間の繋がりから広がる広域連携 

 

  

ポイント 

・体系的に整理した「総合戦略」。連携した取組みとして具現化する「プロジェクト」。 

・組織づくり、ひとづくり、資金づくりの仕掛けづくりにより、プロジェクトとして事業が

連携し、総合戦略が戦略として生きる。 

・民が中心の取組みについて国等の資金を直接活用できれば更に自由度が高まる。 

ポイント 

・常に動く各主体の事業。プロジェクトとして連動させるコーディネーターが必須。 
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（２）「しごと」と「ひとの流れ」の好循環と市民の暮らし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ポイント 

・「しごとづくり」と「ひとの流れ」、「結婚・出産・子育ての希望をかなえる環境づくり」は

市民一人ひとりの生活に密着したテーマであり、個々人にとっては連動している。 

一点突破型ではなく、それぞれがかみ合った好循環づくりが必要。 

 

人口ビジョンに掲げる人口目標に向けて、それぞれの基本目標について以下の基本的考えを

もって、やる気のあるヒトを応援し、連携して取り組む。 

基本目標Ⅰ（しごとづくり） 

・質と量の両面からのしごとづくりを主眼とし、既存産業のやる気をオール佐世保の連携で

支え、併せて新しい企業立地など外の力での変化を全体の好循環に繋げる。 

・定住人口の減少をカバーするための交流人口増加を図りつつ、既存産業の強化に繋げる。 

・オール佐世保の連携強化と人材育成で潜在能力を高める。 

（参考：関連する重点プロジェクト等の取組み） 

◆九州サブゲートウェイ構想の取組み拡大（岸壁延伸）と地元波及効果の拡大 

◆観光地域づくりの拡大（海風の国＋まちなか＋九十九島・世界遺産、ＨＴＢ、ＩＲ） 

◆企業立地の拡大（オフィス・本社機能の移転、政府機能の移転） 

基本目標Ⅱ（ひとの流れ） 

・質と量のしごとづくりと併せて、ライフステージに合わせて人が残り、帰ってくる流れを

つくる。そのために活躍できる場づくりと佐世保暮らしの魅力向上を図る。（特に若い人

は重要。） 

・佐世保の魅力を効果的に発信する。 

（参考：関連する重点プロジェクト等の取組み） 

◆ＵＩＪターンの促進（ＵＩＪターン、ＣＣＲＣ、地域おこし協力隊） 

◆情報発信 

基本目標Ⅲ（結婚・出産・子育ての希望を叶える） 

・若い人が“しあわせ”を感じて結婚・出産・子育てをしたいと望み、佐世保市の希望出生

率 2.09 を叶えるために、環境づくりとマインドの醸成・共有を広げる。 

（参考：関連する重点プロジェクト等の取組み） 

◆安全・安心（救命救急＋医師確保、健康寿命延伸） 

◆働きやすさ・住みやすさ 
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基本目標Ⅰ 25万人規模の佐世保を未来にツナグふるさと産業づくり 

～“オールさせぼ”の連携でふるさと産業を育てる・産む・つなぐ～ 

（しごとづくりに関する視点） 

【国の総合戦略における基本的な考え方（一部抜粋）】 

『雇用の質』の確保・向上に注力する。特に、若い世代が地方で安心して働くことができるようになるためには、「相応の賃

金」＋「安定した雇用形態」＋「やりがいのあるしごと」といった要件を満たす雇用の提供が必要となる。経済・産業全体の

付加価値や生産性を継続的に向上させていくことが必要となる。 

また、将来に向けて安定的な『雇用の量』の確保・拡大を実現する。さらに、女性の活躍、地域における女性の活躍を推

進する。 

【県の総合戦略（骨子案）における基本目標】 

○産業力を強化し、良質な雇用の場を確保・創出する 

・ 本県はこれまで、「県民所得向上対策」として、「製造業」、「農業」、「観光業」 などの産業分野ごとに具体的

な数値目標を掲げ、産業の振興に取り組んできたが、人口減少に歯止めがかからない現状を踏まえ、これまで

以上に「良質な雇用の場の創出」に軸足を置いた取組を進めていく必要がある。 

○長崎県の強みを活かして新しい産業を創出する 

・ 本県は、海外との交流の歴史やアジアとの地理的近接性、造船業で培った海洋関連技術の蓄積、豊かな自

然環境など、アジア需要の取り込みや海洋エネルギー産業分野において、高いポテンシャルを有す。 

・ また、人口減少、少子高齢化の進展は、高齢者市場の伸長など、新産業創出の可能性を示唆する。時代の

潮流や本県の強みを最大限活用しながら、長崎らしい成長産業の創出に取り組む必要がある。 

【佐世保市の基本的な考え方】 

西九州北部地域の核として元気なまち佐世保を未来につなげたい。 

佐世保で育った若者が地元に残れるような、一度出た人が「戻ってきたい」と思ったときに帰って

こられるような郷土づくり・しごとづくりを進めていきたい。 

日本の本土最西端の都市「佐世保」は、地震が少なく安全なまちであり、豊かな海に囲まれ、旧軍

港都市として防衛機能と共存してきたみなとまちとして、また、観光資源が豊かなまちとして、そ

の魅力“佐世保らしさ”を最大限に生かして元気なまちを次の世代に繋げていきます。 

しかし、人口減少はそう簡単には止められません。 

この地方創生の取組みを進める中で、生活の基盤を支えるしごとづくりを、産業界の本気と、それ

を支え、強くする大学・金融・行政の本気の取組みで、オール佐世保で連携して、点でも線でもな

く面としての取組みを進めていきます。 

オール佐世保の結集で、元気な産業づくりに取り組み人口減少をできるだけ抑えつつ、交流人口の

拡大により稼ぐ力を蓄えます。 

そうした底力を活かして、統合型リゾートＩＲの誘致や政府機能の移転、本社機能の移転にも取り

組みながら、オール佐世保で攻め、西九州北部地域を元気にします。 
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【基本的方向①】中核を担うリーダーの育成と連携による力強いふるさと産業の振興 

①－１ 観光を軸にした関連産業づくりとまちづくり分野における各主体の連携 

人口減少をカバーする交流人口拡大と経済活動に資する関連した取り組みを促進します。 

①－２ 第一次産業が伸びるための高付加価値化戦略の推進、海を活かした新しい展開の促進 

佐世保の恵みを磨き、儲かる第一次産業を応援し、後継者を育みます。 

①－３ 産学金官連携での人材育成 

リーダー育成や課題発掘・解決に向けた人材育成の取組みを進めます。 

①－４ 防衛関連人材の活用促進と関連産業強化に向けた取り組み 

退職者等の防衛関連人材の地元雇用に貢献し、しごとづくりに繋げます。 

【基本的方向②】経済・雇用に光をみせる新しいふるさと産業の創出 

②－１ 若者が魅力を感じるベンチャー創業・第二創業等の創発 

若者が魅力を感じるような新しいしごとづくりとチャレンジを支える取り組みを進めます。 

②－２ 新たな企業立地と新しい取り組みとの連携強化・総合化 

本社機能移転も含めた企業誘致やＩＲ等の新しい取り組みを進め、関わる人を応援します。 

 

  

・ここに掲げる内容は、現時点での意見を集約した過程のもの。 

・基本的方向及び取り組み内容については、プロジェクトを中心に議論を

進め、素案作成の段階（9 月予定）に再整理を行う。 
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【基本的方向①】中核を担うリーダーの育成と連携による力強いふるさと産業の振興 

①－１ 観光を軸にした関連産業づくりとまちづくり分野における各主体の連携 

 

海風の国‐佐世保小値賀観光圏、平成２７年度に西海国立公園６０周年を迎える九十九島と世界

遺産登録を目指す黒島天主堂・・・官民挙げて取り組みを進める観光地域づくりと新しい魅力を発

信し続けるハウステンボス。佐世保に溢れる観光資源を活かして、クルーズ船誘致を始め国内外の

観光客の誘致を進めます。 

また、こうした交流人口増加を大きなチャンスとして捉え、民間等の様々な主体が関連すること

で、しごとづくりに繋げることを促進し、観光客の増加と誘客（波及）効果の拡大を目指します。 

 

 

＜重要業績評価指数ＫＰＩ＞ 

重要業績評価指数ＫＰＩ 現状値 達成目標 

 

 

  

 

 

＜主要事業（案）＞ 

主体 主な取り組み 

国県 ※連携する国・県等の事業 

市 海風の国－佐世保小値賀観光圏事業 

（観光プラットフォーム→日本版ＤＭＯの検討） 

観光地域づくり推進事業 

［先行型］とどけ！佐世保の魅力発信事業（九十九島） 

［先行型］ようこそ佐世保！観光客受入事業（クルーズ） 

［先行型］ようこそ佐世保！観光客受入事業（免税店） 

訪日外国人誘致事業 

寄与する

プロジェ

クト 

（仮）アメリカタウン（まちづくり）プロジェクト 

（仮）世界遺産で「九十九島」振興プロジェクト 

（仮）海から稼ぐ観光客誘致プロジェクト 

（仮）ハウステンボスとの連携で稼ぐプロジェクト 

（仮）防衛資源を活かすプロジェクト 

 

 

 

 

 

  

（参考イメージ） 

・ここに掲げる内容は、現時点での意見を集約した過程のもの。 

・基本的方向及び取り組み内容については、プロジェクトを中心に議論を

進め、素案作成の段階（9 月予定）に再整理を行う。 
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基本目標Ⅱ 佐世保を、みんなが住みたい「夢をかなえるまち」に 

～様々なライフスタイル・ライフステージで夢をかなえる「佐世保暮らし」の発信と実現～ 

（ひとの流れに関する視点） 

【国の総合戦略における基本的な考え方】 

地方への新しい人の流れをつくるため、しごとの創生を図りつつ、若者の地方での就労を促すとともに、地域内外の

有用な人材を積極的に確保・育成し、地方への移住・定着を促進するための仕組みを整備する。 

【県の総合戦略（骨子案）における基本目標】 

○産業を支える人材を育成し、「人材育成」と「雇用創出」の好循環を創出する 

・ 「良質な雇用の場の創出」には、産業の発展が不可欠であり、その原動力となる優れた人材を確保する必要があ

る。 

・ そこで、県外に流出している優秀な若者を県内に留めるとともに、県内企業等が求める人材の育成を強力に推

進する。また、人材を活かした企業誘致など、各産業分野において、「人材育成」と「雇用創出」の好循環を創出

していく。 

○長崎県移住戦略を推進する 

・ 本県は若年層を中心とした県外流出が多いことから、Ｕターン者が今後増加する可能性が高く、また、本県が有

する豊かな自然環境や歴史文化等は、ＵＩＪターン者にとって大きな魅力となりうる。 

・ 本県への移住希望者の背中を後押しするため、「長崎県移住戦略」の更なる強化を図っていく。 

 

【佐世保市の基本的な考え方】 

地元佐世保を離れて定年まで勤め上げた方、大学進学のために佐世保を離れた若者たち、 

大学進学のために初めて佐世保に来た若者、転勤生活のなか佐世保で暮らした人、 

豊かな自然環境の中での暮らしに憧れる人・・・ 

様々なライフスタイルやライフステージの中で、暮らしていく場所も様々です。 

ただ、いつになっても、佐世保がみんなの「夢をかなえるまち」であること。 

各々のライフステージの変化のなかで、いつか、「佐世保に帰ってきたい」「佐世保に住んでみた

い」、そして「佐世保に住み続けたい」と、佐世保での生活を想像し、選択してもらえるようなま

ちになること。 

そして、そんな人たちがいつでも地域に戻ってこられるような「佐世保」であり続けること。 

そんなまちを目指し、「佐世保暮らし」の魅力向上とライフスタイルに合わせた魅力の発信を行

い、「佐世保暮らし」が実現できるように、ライフステージを支える雇用や子育て、居住環境の支

援を行っていきます。 

 

【基本的方向①】様々なライフスタイル・ライフステージで夢をかなえる「佐世保暮らし」の実現 

①－１ 若い世代が活躍するまちをつくる 

次世代を担う若者が在学中や社会に出てから地域との関わりを持ち活躍できるまちをつくる。 

①－２ 住み始めやすい居住環境をつくる 

中古住宅の利活用等住み始めやすい環境づくりとＵＩＪターン者への助成・支援等を行う。 

①－３ ＵＩＪターンを促進し、活躍の場をつくる 

ＵＩＪターン者が経験を活かして活躍できるチャンネルを作り繋げる。 
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①－４ 市民のまちに対する誇り「シビックプライド」を醸成する 

市民がまちを知り、考え、関わる、コミュニケーションの促進。子どもの郷土愛の醸成。 

①－５ 「佐世保暮らし」の魅力を醸成する 

佐世保暮らしの魅力を発見し守り伝える。健康長寿の新たな佐世保暮らしの創発。 

【基本的方向②】「佐世保暮らし」の情報の効率的・効果的な発信 

②－１ 地域情報を一体的に発信する 

情報発信の一元化と移住定住コンシェルジュの配置を図る。 

②－２ 「佐世保暮らし」体験を推進する 

お試し居住や時旅など佐世保暮らしの体験により認知、興味の増進を図る。 

②－３ 佐世保の強みを活かした都市プロモーションの実施 

佐世保の魅力を活かした都市プロモーションで移住や企業移転誘致の促進を図る。 

 

 

 

  

・ここに掲げる内容は、現時点での意見を集約した過程のもの。 

・基本的方向及び取り組み内容については、プロジェクトを中心に議論を

進め、素案作成の段階（9 月予定）に再整理を行う。 
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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 

～させぼで結婚して、子どもを産んで、育てたいと言われるまちづくり～ 

（結婚・出産・子育てに関する視点） 

【国の総合戦略における基本的な考え方】 

くらしの環境を心配することなく、地方でのしごとにチャレンジでき、安心して子どもを産み育てられるよう、結婚から妊

娠・出産・子育てまで、切れ目のない支援を実現する。 

【県の総合戦略（骨子案）における基本目標】 

○若者など、県民が望む「結婚・出産・子育て」及び「就労環境」を実現する 

・ 出生数の減少は、合計特殊出生率の低迷と20～39歳女性人口の減少に起因する。本県の合計特殊出生

率は、1.66（全国3位）と比較的高い水準にあるが、未婚化・晩婚化、出産・子育てに関する経済的負担な

どにより、人口置換水準である2.07を下回る。また、20～39歳女性人口は進学・就職時の県外転出等により

減少を続けている。 

・ そこで、若者など、県民の結婚・出産・子育て等の希望をかなえるため、結婚・出産・子育てへの支援、就労環境

の整備などの取組を強力に推進していく。 

 

【佐世保市の基本的な考え方】 

雇用の場の確保と安定した収入、職場の理解、幼児教育・保育の充実、地域での子育て支援…  

これは、させぼだけではなく、どこにおいても同じ課題 

させぼでは、やっぱり、若い世代に希望を持ってもらいたい 

 2倍・3倍の幸せを、未来のさせぼっ子に 

大好きなまちで、大切な人と、あったかい毎日を過ごす 

結婚・出産を経た後でも自分らしい生き方ができる 

助け合い、支えあい、紡ぎあう 

元気な高齢者も支える側に 

オールさせぼで支える若い世代の夢 

させぼに、新しい “しあわせ” サイクルをつくる 

“させぼで、結婚して、子どもを産んで、子育てをしたい” って言われる 

環境づくりとマインド醸成の両輪で取組む“しあわせサイクル”が生まれるまちづくり 

 

【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 

①－１ 女性が“キラっと”素敵に輝けるまちをつくる 

女性が自信と誇りをもって活躍し、結婚・出産を経た後も自分らしく生きるまちづくりの推進。 

①－２ 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 

結婚を身近に感じ、しあわせを感じる結婚がしたくなるまちづくりの推進。 

①－３ “しあわせ”の広がりをつくる 

若い人や女性が輝く、しあわせが共有されるまちづくりの推進。 
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【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 

②－１ 安心して出産できるまちをつくる 

安心して子どもを産める医療等の体制確保の推進。 

②－２ 子育てにしあわせを感じられるまちをつくる 

不安や悩みを解消し、ライフスタイルに合わせてポジティブに子育てを楽しめるまちづくりの推進。 

②－３ あたたかく子育てを支えるまちをつくる 

オール佐世保で子どもと子育てを支えるまちづくりの推進。 

②－４ “しあわせ”の広がりをつくる 

子どもが生まれる“しあわせ”が共有されるまちづくりの推進。 

 

 

  

・ここに掲げる内容は、現時点での意見を集約した過程のもの。 

・基本的方向及び取り組み内容については、プロジェクトを中心に議論を

進め、素案作成の段階（9 月予定）に再整理を行う。 



未定稿 

19 

 

 

（３）地域経営と広域連携 

基本目標Ⅳ 住民主体の地域づくりと西九州北部地域の広域連携 

 

 

【国の総合戦略における基本的な考え方】 

「しごと」と「ひと」の好循環を支えるためには、人々が地方での生活やライフスタイルの素晴らしさを実感し、安心して

暮らせるような、「まち」の集約・活性化が必要となる。また、それぞれの地域が個性を生かし自立できるよう、ＩＣＴ

を活用しつつ、まちづくりにおいてイノベーションを起こしていくことが重要である。 

このため、中山間地域等において地域の絆の中で人々が心豊かに生活できる安全・安心な環境の確保に向けた取

組を支援するとともに、地方都市の活性化に向けた都市のコンパクト化と公共交通網の再構築をはじめとする周辺

等の交通ネットワーク形成の推進や、広域的な機能連携、大都市圏等における高齢化・単身化の問題への対応、

災害への備えなど、それぞれの地域の特性に即した地域課題の解決と、活性化に取り組む。 

【県の総合戦略（骨子案）における基本目標】 

○人口減少社会における持続可能な地域づくりを推進する 

・ 人口減少が進展する中、安全・安心な暮らしを実現できるよう、ともに支えあう地域づくりを推進するなど、地域を

支えるインフラ・サービスの活性化に取り組んでいくとともに、人口減少社会に対応した地域間のネットワーク強化

や、社会資本ストックの有効活用を図る。 

・ また、本県へ人を呼び込み、人を留めるには、魅力あるまちづくりが欠かせない。県内各地域の特色を活かした地

域づくりを強力に推進していく。 

 

【佐世保市の基本的な考え方】 

・地域ごとの特性や課題に合わせて住民が主体となったまちづくりが進むよう、やる気のある地域を応

援する。 

・民間の動きを中心とした西九州北部地域の連携をめざす。 

①住民主体のまちづくり 

②西九州北部地域の核としての役割と広域連携 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ポイント 

・住民の方々が幸せを感じるきめ細やかな地域経営には地域住民の参画が不可欠である。住

民主体でまちづくりを進めることが、より多様な対応が可能になる可能性があり、民間事

業者を巻き込んだ地域主体のまちづくりが望まれる。→小さな拠点 

・西九州北部地域の広域連携については、行政間の連携よりも地域間、企業間等の連携に

着目し、その繋がりを支えるための仕組みづくりとして連携中枢都市圏を組成したい。 

（関連する重点プロジェクト等の取組み） 

◆地域コミュニティ活動支援・活性化支援（住民主体の地域づくり） 

◆中核市移行・連携中枢都市圏（民間テーマからの広域連携を探る） 
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４ 地方創生に向けた長期的な挑戦 

・2060年まで45年をかけた地方の挑戦 

・総合戦略の適時見直しと時機を捉えた展開 
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第４編 総合戦略プロジェクトとその実践 

１ プロジェクト実践による総合戦略推進の意義 

・テーマに基づくプロジェクト化の意義 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・総合戦略と総合戦略プロジェクトの関係性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ポイント 

・佐世保市の総合戦略は、行政の取組みだけでなく、オール佐世保での連携した取組みを強

化することを目指している。 

・総合戦略では、「しごとづくり」「ひとの流れ」「結婚・出産・子育て」「地域づくり」に関

する４つの基本目標を掲げているが、産学金官労言のそれぞれの主体の実際の取組みは、

これらの要素が複雑に絡み合っており、また、各取組みを複合化することでより高い効果

が期待できると考える。 

・したがって、総合戦略の取組みを、連携が取りやすいテーマに沿ったプロジェクトとして

まとめ実行することで、地方創生をオール佐世保で実現したい。 

ポイント 

・目標により構成する総合戦略を、産学金官労言民の連携テーマによって再構成した、より

実働に近い形のプロジェクトを組成。 
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２ 総合戦略プロジェクト 

（１）テーマ別プロジェクト 

・主要プロジェクト 

 プロジェクトの参画主体と連携 

 

 

 

 

 

（２）プロジェクト推進体制とコーディネーター 

 

 

 

（３）戦略的段階的な中長期展開と見直しも含めた工程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在、検討中 

ポイント 

・平成２７年当初は行政主体の取組みが中心。総合戦略策定後はオール佐世保での展開

に移行する。 

・総合戦略はオール佐世保での取組みを推進するため、各主体をツナグ役割が重要。 

行政としても取り組むが、外部人材を活用しながらコーディネートを強力に推進し、

まちづくり会社などの組織による推進に繋げる。 

・更に、新たな展開による新しい組織ができ、住民主体・市民が主役の動きを広げる。 


