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第 1回地方創生推進協議会 設立会議  
日時：2015／5／13 PM2：00～３：00 

場所：JAさせぼホール 4 階大ホール 

第 1部 記念講演 

【開会挨拶】市長挨拶 

 「まち、ひと、しごと創生総合戦略」が閣議決定され、地域に対しても地域版を策定し、地方の充

実に繋がるよう自らが考え、策定する必要がある。 

 本市においても、人口減少が深刻な問題となっており、その歯止めをかけるため佐世保ならではの

「ALL させぼ」である産・官・学・金・労・言が一体となって総合戦略の策定と推進に取り組んで

いくものである。 

 協議会においては、地方創生を支える社会のあり方や市民と行政の新しい関係やしくみ、事業など

を生み出していくことが期待されている。 

 次の世代の佐世保市民のために、何ができるのか、全市的に動かしていくためのしくみづくりに対

する意見を期待している。 

 

【記念講演】「地方創生について」 

内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補 佐村和子様 

 講師の紹介 

 総合戦略策定にあたって 

・人口問題や地方創生には、プレイヤーひとりひとりが地域を良くするために積極的に参加し、企画

から実行まで地域を巻き込んでいくような取り組みが必要である。 

•産業界の方々には、所得 UPを目指して生産性の向上、就労環境を整備することによる若者の Uタ

ーン、女性が働き続けられる環境づくり、働きやすく持続できる働き方、都市圏の急激な高齢化に

よる移住の受け入れ環境整備、ビッグデータによる気づきを活用などにより、地域活性化を牽引し

ていく必要がある。 

 今後の地方創生の取り組み 

・スケジュールは早めの対応を考えており、６月中を目途に各省庁の連携をとった「まち・ひと・し

ごと創生基本方針 2015」を取りまとめる予定である。 

•主要課題として地方の仕事づくりで観光や金融、産業生産性の分野を深掘りして方針の中に整理し

ていく予定である。 

•個別のテーマにあった施策を深掘りフォローアップしていく予定である。 

 総合戦略のポイント 

•自治体により戦略のつくり方に温度差があるため、連携などを行う場づくりとなる説明会を開催し

ていく。 

•人口問題は、国や県、市町村が連携や役割分担を行い、集中的に実施しなければ効果が現れないと

考えている。 
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•地元の人々に幅広く参画をしてもらい最大の成果を上げる戦略づくりが必要である。 

•自立性や将来性が高く、持続性の高いしくみをもった事業の構築を踏まえた戦略づくりが必要であ

る。 

•成果に関する目標設定や具体的な目標を立て、結果重視の事業の構築を踏まえた戦略づくりが必要

である。 

 地方創生の背景 

•出生に関しては、長期的に見ても減少傾向で、出生数を考えていく必要があるが、これまではあま

り顧みられてこなかった現状がある。「人口貯金」は、健康寿命の長寿化により老齢人口が増えて

いるものの、年少人口が減っているためすでに使い果たしている状況である。 

・地域により人口の減少段階が異なっており、人口の様相がかなり異なっている現状である。 

・日本創生会議での人口分析からわかったことは、人口問題は出生の問題だけではなく、人口の移動

も加味する必要がある。移動先での環境により出生率が低いなどの問題があり、人口減少に影響を

与えている。人口問題は、東京一極集中と地方創生の問題を同時に考えていく必要がある。 

・人口の移動問題では、東日本大震災以降、東京圏への転入超過は減少していたが、再び震災前の水

準を上回る傾向を示している。特に、年齢階層別でみると大都市圏に就職で転入する傾向がある。 

・課題となっている地方の人口減少の要因は、地方に魅力ある職場が少ないため、若年層の若年女性

が都市部への流出が増大していること、企業による高齢者の雇用延長や定年年齢の引き上げにより、

従来より都市部における高齢層の流出が減少していること、などが考えられる。 

・さらに、今後の地方創生の問題点としては、地方の高齢化より大都市近郊の高齢化への対応を深刻

に考えていく必要がある。 

・市町村の人口流動の影響度は、社会増減（人口流出）が止まれば人口への影響が多い地域と、自然

増減（出生）が安定すれば影響が多い地域に区分される。特に、長崎県内の離島においては、人口

の流出が影響を与えている状況である。 

・長崎県の地域ブロック別人口移動からもわかるように、東京圏への流出が顕著に表れているため、

十分な流出対策の検討が必要である。 

・佐世保市の人口推移においても、2010 年をピークに減少傾向を示しており、年齢階層別人口移動

でも、若年層の進学の谷が深く就職で戻る傾向にあったが、近年はその谷が浅く就職で戻らない状

況が見受けられる。 

 まち・ひと.・しごと創生の取り組み 

・まち・ひと・しごと創生法は、国の取り組みを法律として設定し実施していく表れである。人口減

少問題は重要な課題であるため、地方版総合戦略を策定し取り組む必要がある。 

・全体的なスケジュールは、国として総合戦略を策定し地方に説明を行い、地方の総合戦略策定の支

援ツールを提供している状況である。 

・長期的な人口の見通しとしては、何もせずに将来を迎えると 2060 年には 8,600 万人まで減少す

るが、様々に取り組みを進め、国民の希望を叶えていけば 1 億人程度までになると予測している。 

・出生率としては、若い世代における将来の希望が叶うとした場合を想定すると、1.8程度まで上が

ると判断されている。 
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・「まち・ひと・しごと創生総合戦略」は、従来の政策の反省を踏まえ検証を行い実行していくため、

政策の 5 原則を基本方針として、地域が自立できるように、将来伸びていくように、地域それぞれ

の特徴を活かし、直接的な効果のある施策、結果が見え、結果が出せることを求めていく戦略とな

っている。 

・「総合戦略」の政策パッケージは、「しごとの創生」として都市部の「プロフェッショナル人材」

である事業継承ができる人材などを地方へ人材還流させるしくみを構築する。 

・「ひとの創生」として、地方への移住が可能となる情報システムの整備、移住を推進する国民会議

の立ち上げ、高齢者の日本版 CCRCの検討を推進している。また、地方移転として、企業の地方拠

点への移転の場合に税制支援や政府関係機関の地方移転などを検討している。 

・「まちの創生」として、地域が必要とする施設が消失した場合、地域が新たに拠点を作りやすいよ

う支援するパッケージを検討している。 

・国は、地方の将来の現実的な将来人口ビジョンと地方版総合戦略を策定してもらうために、多様な

支援と「切れ目」ない施策の展開を図る。 

・情報支援の一環として、データに基づく策定ができるように RESAS（地域経済分析システム）の

提供を 4 月より開始しており、また、人的支援として、公務員や民間の方々を小規模な市町村へ人

材派遣を行う制度や相談窓口をワンストップにする支援を行っている。財政支援として、地方版総

合戦略に盛り込む施策を先取りし、先行型交付金として支援している。 

 

以上 
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第 1回地方創生推進協議会 設立総会  
日時：2015／5／13 PM3：10～５：00 

場所：JAさせぼホール 6 階大ホール 

第２部 総合戦略策定 

1.市長挨拶 

 本市においても、人口減少が深刻な問題となっており、何も手を付けなければ現在の人口 25 万人

が 2040 年には 19 万人台へ減少してしまう恐れがある。そうならないよう、今のうちに手を打つ

という目的で協議会を発足した。 

 記念講演の内容を踏まえ、それぞれ主体的に意見を持って「ALL させぼ」の体制を築き、産・官・

学・金・労・言が一体となって、幅広い知識と経験を活かして総合戦略の策定と推進に取り組んで

いく必要がある。限られた時間の中で走りながら考え対応していく必要もあり、協力をお願いする

ものである。 

2.委嘱状交付 

 委嘱状の交付 

3.協議会副会長選出 

 佐世保商工会議所 会頭 前田 一彦氏の選出 

4.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 

 総合戦略策定の趣旨と進め方 

 佐世保市の将来人口について 

 人口ビジョン及び総合戦略の構成について 

5.意見交換 

（質疑応答） 

 佐世保市の将来の人口が 19 万人になると予想されているが、第 6 次総合計画の施策を反映した推

計値となっているのか。（長崎新聞社佐世保支社 取締役佐世保支社長 石田謙二氏） 

 施策を反映せず、このままの状況で推移した場合の推計値である。（事務局） 

 日本創生会議での人口消滅市町村に佐世保市が入っていない状況であり、スタートダッシュで戦略

策定を円滑に行ってほしい。（市民公募 渋江康敏氏） 

 新卒者の市内就職者数についてはどのようなデータの集計をしたものか。（佐世保公共職業安定所 

所長 川﨑幸一氏） 

 市内の高校、大学、高専といった学校に直接ヒアリングを行い、集計したデータである。（産業振興

課） 

（意見交換） 

 皆さまから地方創生についてのお考えを伺いたい。意見をお願いします。（佐世保市長 朝長則男） 

 「元気な佐世保から県北に活力を」というスローガンによって、産・学・官そして行政と連携し経

済活性化を推進している。具体的には、観光振興、経済、産業育成、インフラ交通の 4 つの部会で

それぞれ議論をしている。意見交換を行い、国の協力と指導をいただきながら、ハウステンボス等
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の観光を起爆に「ALLさせぼ」で更なる活性化をしていくべきである。（佐世保地域経済活性化推進

協議会 議長 池田敏章氏） 

 まちなかを元気にすれば活性化するとの発想から交流人口をさらに増やす必要がある。商店街とし

ては「ひと・まち・コミュニケーション」をキーワードとし 90 のアイデアを出し、方向性を具現

化することを考えている。特に、ひとの問題が大きな要素となってきており、ひとを育てるために

は、動く（活動）することが大事であると考えている。商店街として、得意分野でできることを、

わくわくする気持ちをもって楽しみながら、佐世保市らしく活動していきたい。（佐世保市商店街連

合会 会長 竹本慶三氏） 

 現在観光が順調に伸びてきており、佐世保市は長崎県や西九州を代表する観光地域として一定の認

識を得られている。各観光地のポテンシャルや市民のホスピタリティによるものであるが、これは

基礎づくりの段階でありこの好調さを持続させ地位を確立する必要がある。そのためには、二次交

通の確立や観光に対する環境の整備を考え、受け入れ体制やまた来ようと来街者から PR してもら

えるような評価を確立すべきである。九州の西の端に位置している佐世保市はハンディキャップを

負っているが、これこそ地方創生であろう。（佐世保観光コンベンション協会 理事長 飯田満治氏） 

 佐世保ではものづくりの企業数が少なく造船のまちというイメージがある。今後は、企業立地を進

める必要があるが、地理的な不便性（交通インフラ）が進んでいないことがその要因である。もの

づくりでは人材育成の課題や女性の活用も踏まえ、「ものづくり」による雇用の場の創出を考えてい

きたい。（佐世保工業会 会長 湯川栄一郎氏） 

 佐世保は離島と同じで離れた位置関係にあるが、水産業の総合戦略である「浜プラン」（水産庁指導）

を策定しまとめている状況である。このプランとリンクしながら活用していきたい。佐世保は、西

側は海、天下一の水産都市である。この点から地方創生を推し進められるであろう。（佐世保市水産

振興協議会 平野重美氏）※代理出席 

 佐世保の 10 年・20 年後の未来を担う世代が集まっている組織なので、いろんな意見を出しながら

若者が魅力を感じるプランづくりをしていきたい。（佐世保青年会議所 理事長 谷川辰巳氏） 

 「人材育成、研究、社会貢献（地域貢献）」の 3 つの柱に教育を進めているなかで、人材育成では卒

業生を地域にとどめることが重要である。総合戦略の中で企業との連携（インターシップの活用）

が必要であり、地域に求められる人材を育成するためには、地域（企業など）からの声が必要であ

る。そのためにも地域との連携が重要である。大分県では駅ビルの店舗に対して学生がアイデアを

出すなど、地域貢献を行っている。（長崎県立大学 学長 太田博道氏） 

 地方創生の取り組みは人口減少に対応するための、息の長い戦略である。計画を立案して終わりで

はなく、場面に応じて臨機応変な変更を重ねていくことが必要である。この修正のステップが PDCA

サイクルである。民間的な事業的感覚での実行できるしくみづくりが必要である。このような民間

のノウハウをもって積極的に関わりたい。（親和銀行 副頭取 福田知氏） 

 地域の人口が減り活力が失われると我々金融機関の力がなくなることになり、地域経済の力が失わ

れることにも繋がるため、金融機関の視点で、できることに協力しながら、地域の中でお金が回る

しくみなどを考えていきたい。（十八銀行 常務執行役佐世保地区本部長 松本由昭氏） 

 近年は求人が多くなり離職者が減少傾向である。求人倍率は 1.14 倍になっている。若い人が将来
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の人生設計を行う上で自活を可能にするためには正社員採用が必要である。企業と学校の間に入り

マッチングを行い地域にとどまる施策を展開している状況である（佐世保公共職業安定所 所長 

川﨑幸一氏） 

 連合としては、女性の働く場の創出であり、技術力の継承に努めていく必要がある。また、若い世

代が佐世保で働けるような環境の整備、働く人が意見を言える環境を整えていく必要がある。（連合

長崎佐世保地域協議会 事務局長 鴨川博明氏） 

 医師会が関わるところは出産と育児であり、安心して産み育てられる子育て環境をつくる必要があ

る。その中で小児科医の確保が最重要課題であり、今後、医師不足による受診ができない状況への

対応が必要である。（佐世保市医師会 土井庸正氏）※代理出席 

 人口減少のキーワードは、市民がずっと暮らしたいまちを創出することであり、地域活性化のキー

ワードである少子高齢化への対策が必要である。（市民公募 渋江康敏氏） 

 協議会の中で女性が一人なので女性の立場での意見として、佐世保は子育て環境が良いとの評価で

あるため、さらにバックアップしていく必要がある。元気な高齢者の働く場を創出することで活性

化が図られる。障がい者の方々も環境が整えば仕事が可能な状況であるので、そのための環境づく

りが必要である。（市民公募 池田和枝氏） 

 町内会としては、地域の絆プロジェクトを推進しており地域のコミュニティを充実していくことに

重点を置いている。佐世保は斜面地が多い。今後は人口減少の歯止めとして、住む場所の確保が必

要である。（佐世保市連合町内連絡協議会 会長 嬉野憲二氏） 

 新聞社は新聞を読んでくれる方あっての仕事である。広い意見集約が必要であるが、協議会委員の

中にいる女性は一人と少ない。ここでまとめた案をどう発信していくか、地元を含めた情報発信を

考えていくべきである。（長崎新聞社佐世保支社 取締役佐世保支社長 石田謙二氏） 

 西九州北部の人口減少を広域的に見据えて、今後は福祉に従事する雇用が重要である。近年の高校

生は、福祉に対する意識も高く、仕事を始めて早々に高齢者のお世話ができる。働きながら専門的

な学校に通いながらの雇用確保を実現させていく労働環境の充実、資格取得のための奨学金制度な

どが必要である。（佐世保市老人福祉施設連絡協議会 会長 酒井博佳氏） 

 地域住民の身近な相談役として民生委員がある。その中で佐世保のまちは子育て環境が良い、

人と人が互いに支え合って良好なコミュニケーションを保っている、との評価である。地域の

企業は、地元採用を重視し雇用している状況である。今後は、さらに地域と民生委員、行政と

の連携を充実していく必要がある。（佐世保市民生委員児童委員協議会連合会 会長 岩田幸夫氏） 

 高齢化や少子化がマイナスのイメージで捉えられているが、社会福祉としては高齢化を助長す

ることを仕事としており、一方、出生率を上げるために安心して産み育てる環境をつくる必要

がある。（佐世保市社会福祉協議会 会長 中山恒夫氏） 

 地方創生には、経済を活性化する必要があり、特に創業支援を重視する必要があると考える。

70社弱創業した中、当初数名だった企業が 60名になっている例もある。人口減少の歯止めの

ために、企業の数を増やし、労働条件を改善して魅力ある経済環境を整える必要がある。（佐世

保商工会議所 会頭 前田一彦氏） 

以上 


