
4 佐世保商工会議所 会頭 前田　一彦

5 佐世保地域経済活性化推進協議会 議長 池田　敏章

【基本目標Ⅰ・施策①-１】
○西九州ポータル交流センター
（仮称）の提案
西九州の玄関口として、日本遺産
などの観光資源の核となるもの
（交流機能、展示機能、シティホ
テル機能など）。
○新ご当地グルメとして「させぼ
レモンステーキボウル」「させぼ
チャウダー」を開発、実店舗販売
開始（佐世保地方創生プロジェク
トチーム事業化第１号）
○日本遺産・鎮守府周遊ルート案
作成
英語で交わるSASEBOプロジェクト
でモニターバスツアー実施。

6 佐世保青年会議所 副理事長 内海　梨恵子

7 佐世保工業会 会長 湯川　栄一郎

8 ながさき西海農業協同組合
代表理事組合
長

田渕　敏視

9 佐世保市水産振興協議会 会長 岡村　隆英

10 佐世保観光コンベンション協会 理事長 飯田　満治

11 佐世保市商店街連合会 会長 竹本　慶三

【中心市街地にぎわい推進事業】
「きらきらフェスティバル」事業
も２２回目となり、スタッフの高
齢化・小数化等人的問題がみられ
る。スタッフ育成等急務である。
出来るだけ市民参加を呼びかけで
いるが、まだまだといった感じで
ある。

12 長崎県立大学 学長 太田　博道

【全体】
国の財政状況に鑑み交付金頼りに
地方創生は難しいのではないかと
感じます。持っている自前資源の
高付加価値化、子育て支援、海外
展開等が鍵になりそうに思いま
す。

13 長崎国際大学 学長 中島　憲一郎

【全体】
各事業ともKPIに基づき、積極的に
推進されており、多くの成果をあ
げておられますが、外部有識者か
らの評価（案）の意見がすべてポ
ジティブなものになっています。
評価ではネガティブ、あるいは今
後の期待等が入るのも必要だと思
います。
【若者移住定住応援事業】
制度の周知方法の工夫や徹底を図
ることが望ましい
【訪日外国人誘致事業】
クルーズ客船の寄港隻数が増加し
た要因がシティセールスや観光プ
ロモーションによるものか、それ
とも他の要因によるものか、明確
ではないようです。例えばシティ
セールスによるものが大きけれ
ば、シティセールスを更に拡大し
成果の上積を図っていただきた
い。
【中心市街地にぎわい推進事業】
宿泊を伴なうイベントを工夫して
ほしい。
【次世代創業者育成プログラム】
今後市内の短大・高校も加えて本
事業の浸透を図ってほしい。

【基本目標Ⅰ・施策①-１】
○ハウステンボスへのIR誘致
IRの誘致については全国で複数の
候補地が挙がっているようです
が、長崎（佐世保）に誘致するに
は、県民・市民による支援がとて
も少ない様に思います。
１）IRのメリット、デメリットの
説明
２）IRの収益金の流れ
３）特に佐世保市における誘致の
是非
について、更に体制を強化して、
県民・市民の理解と協力を得て、
自治体・企業・大学等が一体と
なって推進する必要があります。
課題の解決に向けた取り組みに期
待します。
○外国人客来店支援事業
留学生を活用した外国人の佐世保
市滞在日数の上積を検討すべき。
通訳あるいは観光、食などに対す
る留学生の利用で外国人来客数の
UPを図ってはどうかと思います。
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14 佐世保工業高等専門学校 校長 東田　賢二

16 十八銀行
常務執行役佐
世保地区本部
長

古賀　淳二

17 佐世保公共職業安定所 所長 松澤　克政

18 連合長崎佐世保地域協議会 事務局長 鴨川　博明

【若者移住定住応援事業】
目標より実績が上回っており、こ
れからも拡充してほしい。佐世保
市独自の奨学金支援制度は、初年
度という事で利用者は少なかった
が、PRをして多くの若者に利用さ
れ佐世保の活性化に寄与してほし
い。
【ポートセールス振興事業】
クルーズ船が増えて、佐世保の活
性化が図られるのは嬉しいが、対
応を他都市も検証してしっかり
やってほしい。
【中心市街地にぎわい推進事業】
キラキラフェスタやよさこいな
ど、行事の準備など大変だとは思
いますが、佐世保のPRも大きいも
のがあります。連携した対応をし
てほしい。

【基本目標Ⅰ・施策①-２】
○全体
新しい取り組みの候補も出されて
中核を担うリーダーの育成が期待
されます。
【基本目標Ⅱ・施策①-３】
○全体
空き家バンク登録物件の成立件数
がこれまで０件という内容に見え
ましたのでPRが十分ではないのか
利用しにくい内容なのか、格安で
利用できるように工夫と対応が必
要かと思いました。

19 佐世保市医師会 会長 久保　次郎

20 佐世保市社会福祉協議会 会長 深堀　寛治

21
佐世保市民生委員児童委員協議会連
合会

会長 林　俊孝

【UJIターン促進事業】
「ながさき移住サポートセン
ター」につなぐと、大村市はある
が佐世保市は見当たらない。今少
しの努力を。また、ネットで佐世
保市を見ると暗すぎます。なんと
かなりませんか。

【基本目標Ⅳ・施策①-１】
○全体
町内会等、１か月に１度、１回で
良いから町内会に関する手伝いを
する事により理解が進むのでは。

22 佐世保市老人福祉施設連絡協議会 会長 酒井　博佳

【九十九島PR事業】
KPIの達成状況は、熊本震災の影響
を考えると、本事業における一定
の効果があったものと考えられ
る。但し、PRキャンペーンやイベ
ント・広報活動の成果を定量的に
評価する指標が不足している。
【ポートセールス振興・訪日外国
人誘致・国際戦略調査研究事業】
クルーズ船の寄港数が飛躍的に増
加したことによりクルーズ客数も
対前年比７万人増加しており、か
なりの成果があったものと考え
る。しかし、佐世保市の観光客数
は対前年比▲17万人減少してお
り、震災の影響があったとはい
え、クルーズ客増加が寄与しな
かった（市外へ流出した）と思わ
れ、対策が必要と考える。【創
造・販路支援事業】
FFGにおいても様々な海外進出サ
ポートメニューを用意しており、
佐世保市と連携して地場企業の支
援を行っていきたい。産業コー
ディネート事業において、産業支
援センターと金融機関等の支援機
関との連携により、新たな事業の
創出に一定の成果があったものと
考える。しかしながら２，３年で
経営に窮するケースも少なくな
く、創業後の継続的なケアも重要
と考える。創業し、その事業が成
長していくことこそが地方創生へ
と繋がって行くのであり、支援施
策の一層の充実を期待する。
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15 森川　康朗副頭取親和銀行



23 言 長崎新聞社佐世保支社
取締役佐世保
支社長

石田　謙二

【九十九島PR事業】
評価（案）で「九十九島」の認知
度が向上しており、事業による一
定の効果があったとしているが、
認知度が向上したことをデータで
示すか、あるいは確認できる資料
などについて触れるべきではない
か。
【移住者向けポータルサイトの構
築】
ウェブサイトへのアクセス件数を
入れてほしい。「KPI達成に効果が
あったといえる」と表現するなら
ば。
【ポートセールス振興・訪日外国
人誘致事業】
観光客が増えたこと、訪日外国人
誘致については一定の成果があっ
た事は否定しないが、上陸した船
客を市内にどうしたら滞在させら
れるのかの研究の必要性について
も触れるべきと思う。
【中心市街地にぎわい推進事業】
市外から訪れた人の目には、市内
で絶えずどこかでイベントが開か
れている事は驚きのようだ。もっ
と評価していいと思う。

24 佐世保市連合町内連絡協議会 会長 嬉野　憲二

25 市民公募 池田　和枝

26 市民公募 渋江　康敏
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