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（平成３０年度第１回募集）地方創生推進交付金の概要

１予算額 １，０００億円（事業費ベース：２，０００億円）

２位置付け 地域再生法第５条４項１号の規定に基づき、認定地域再生計画に記載が必須

３対象事業 ○平成３０年度当初予算に計上見込みの事業のみ
○地方版総合戦略に基づく取り組み
○政策間連携、官民協働、地域間連携、自立性のいずれかの観点で先駆性が見込まれ
るもの

４対象外事業 ○職員自身の人件費、旅費（事業に伴う臨時・非常勤の人件費除く）
○特定の個人や個別企業に対する給付金事業
○ハード事業が太宗を占める場合（５割超が目安）及び施設や設備の整備、備品
購入自体を主目的とするもの

○用地取得や造成に関する経費
○国庫補助事業（県単費は可、他の国庫補助金との併用については、役割分担等
が認められれば併用の可能性有り）

５交付目安額 〔市町村（国費）〕
先駆タイプ：２億円（事業費ベース：４億円）
横展開タイプ：７，０００万円（事業費ベース：１.4億円）

６スケジュール ○１月１９日（実施計画提出締切）
○１月２５日（地域再生計画提出締切）
○３月下旬を目途に採択事業の公表
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１. 小さな楽園拡大連携プロジェクト（共同）
（H28からの継続申請） 【２３，７８１千円】

地方創生推進交付金
全体申請額（事業費ベース）【１７６,２０７千円】

２. 国際クルーズ拠点形成を契機とした、さらなる観光客誘致に向けて（単独）
（H28からの継続申請） 【７５，３１９千円】

３. 佐世保の個性と魅力を発信し、新たな光を見せるふるさと産業の創出事業 （単独）
（H28からの継続申請） 【３９，３８３千円】

４. 観光とスポーツを核とした「稼げる観光産業」創出プロジェクト（共同）
（H29からの継続申請） 【１０，１５１千円】

6. 自治体広域連携による大村湾活性化プロジェクト（共同）
（新規申請） 【１６，９５０千円】

５. 離島半島地域を中心とした『就業先として選ばれる水産業』確立プロジェクト（共同）
（新規申請 H28からの県の共同申請に新たに参入） 【１０，６２３千円】
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１. 小さな楽園拡大連携プロジェクト

KPI 【H32目標】 【H28実績】
１ 移住サポートセンターが関与して移住した外部人材の数 （0→2,870人） （100→166人）
２ 地域運営組織の形成数 （0→45団体） （5→14団体）
３ 小さな拠点の設立数 （0→21拠点数） （4→6拠点）

H30年度（事業費ベース）
【申請形態】県市共同申請
【継続】 ３年目/５年計画
【申請額】 23,781千円
【前年度交付額】18,680千円

事業全体の概要（県内全体）

地域政策課、秘書課、
商工物産課、水産課

○小さな拠点づくりの広域連携支援
・小さな拠点づくりのため、経営ノウハウを持つ人材の受入や地元住民の
人材育成等への支援。
・産学金連携の「よろず何でも相談処の設置し、集落対策に係る問題解決
や地域を引っ張る人材育成を推進する。

○地域課題解決の担い手となる人材の確保
・長崎移住サポートセンターの運営、求人・求職支援サイトNナビを軸とし
た情報発信、新規就農者の確保・育成、郷土の歴史や産業等を理解し、
発信できる人材の育成
・焼物産地の窯業の担い手や離島の観光業、農林水産業の担い手など、
地域課題解決型人材の研修・起業を支援。
・長崎県版CCRCの推進

本市申請分事業概要

・ながさき移住サポートセンター負担金
・させぼ移住サポートプラザ運用経費
（プラザ専属嘱託職員、臨時職員の人件費。）
・佐世保の「まち・ひと・しごと」情報誌発行経費
（佐世保暮らしを考える方々が佐世保への移住を具体的に検討
するきっかけとなるような情報誌（フリーペーパー）を発行するも
の。）
・新規創業支援事業
（ＵＪＩターン創業者に対する創業支援。）
・漁業就業実践研修の取組に要する経費
（新規漁業就業者の実践研修にかかる技術指導経費等の支援。）

-３-



２.国際クルーズ拠点形成を契機とした、さら
なる観光客誘致に向けて

事業の目的

みなと振興・管理課、観光課、国際政策課、
商工物産課

ＫＰＩ 【H32目標】 【H28実績】
１ 佐世保市観光客数 （6,040,000→7,132,600人） （6,382,000→5,705,588人）
２ 宿泊者数 （1,706,000→1,923,000人） （1,803,000→1,635,100人）
３ 宿泊者数（外国人） （127,565→143,721人） （134,788→119,267人）

・ポートセールス振興事業（クルーズ客船誘致、おもてなし等）
・訪日外国人観光客誘致（国内外観光客誘致）
・世界で最も美しい湾クラブ推進事業（映像制作、プレゼン等）
・観光客誘致促進事業（旅行商品の造成、販売促進等）
・日本遺産活用推進（鎮守府協議会負担金、観光地域づくり）
・世界遺産活用推進（登録推進、各種PR）
・江迎観光拠点整備事業（太田精米所跡リニューアル）
・中心市街地にぎわい推進（キラキラフェスティバル補助）

○官民連携による国際クルーズ拠点に選定された佐世保港においては、
三浦地区の岸壁の延伸、浦頭地区における岸壁整備が予定され、
将来100万人の外国人観光客の誘致が期待されているところである。

○そのような背景の中、受け入れ環境を整備することで新たな魅力を

生み出し、着地後の観光客をより長く滞在させることで、消費を拡大さ
せる。

本市申請分事業概要

○一方、訪日外国人観光客誘致事業等による情報発信により交流人
口増加のスパイラルを生み出すことを目的としている。

H30年度（事業費ベース）
【申請形態】本市単独申請
【継続】 ３年目/５年計画
【申請額】 75,319千円
【前年度交付額】167,482千円
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３.佐世保の個性と魅力を発信し、新たな光を
見せるふるさと産業の創出事業

事業の目的 本市申請分事業概要

商工物産課

ＫＰＩ 【H30目標】 【H28実績】
１ 新卒就職者の市内就職率 （32→35％） （33→28.6%）
２ 創業支援ネットワークで支援を受けて創業した人数 （256→750人） （420→394人）

○市内中小企業を対象として、新製品・新技術の研究開発及びその販
路開拓に係る支援を継続するとともに、新たに海外市場をターゲット
にした調査・広告宣伝、海外展示会出展等の販路開拓に係る支援を
行う。

○プロフェッショナル人材の雇用、製造業における人材育成・確保により
企業の新たな取り組みに対する支援を実施し、将来の自立した事業
展開につなげる。

○産業支援センターでのインキュベーション施設の設置運営とコーディ
ネータを中心とした市創業支援事業計画に基づく相談支援活動。

○大学・高専における学生対象の起業家精神醸成につなげるカリキュ
ラムの実施することで、高い知識を身に付けた学生の卒業後におけ
る市内での創業に結び付け、製造業や観光関連産業の活性化に繋
げ、雇用の場の創出等による地域経済の活性化に寄与する。

○中小企業支援
・創造、販路支援 （市内中小企業への販路開拓等に係る支援）

・戦略産業推進プロジェクト （ものづくり人材育成支援、プロフェッショ
ナル人材確保支援等）

○創業支援

・次世代創業者育成プログラム事業 （大学・高専の共同研究に対す
る経費負担、負担金）

・産業コーディネート事業 （インキュベーション施設の運営、産業コー
ディネーターの配置、セミナー等の開催）

H30年度（事業費ベース）
【申請形態】本市単独申請
【継続】 ３年目/３年計画
【申請額】 39,383千円
【前年度交付額】40,871千円
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４.観光とスポーツを核とした「稼げる観光
産業」創出プロジェクト

KPI 【H32目標】 【H28実績】
１ 宿泊者の観光消費額 （28→31千円） （29→30千円）
２ 延べ宿泊者数 （669→824万人） （731→654万人）
３ 宿泊施設の従業員数 （7,615→8,800人） （8,000→4,513人）

事業全体の概要（県内全体）

政策経営課、商工物産課

○観光ステップアップ推進として、ホテルコンシェルジュのスキルやノウハウ
をまとめたコンシェルジュブック活用による質の高いサービスの提供や、
富裕層対策として高品質、高付加価値、高単価のプレミアムコンテンツ
を県内各市町と連携で開発し国内旅行者へセールスを実施する。

○宿泊業の生産性向上を促進するため、ネット予約、顧客システム等の導
入や多言語対応スタッフの配置、従業員のキャリアプラン等、多様な取
り組みにつながる支援を行うとともに、優良事例の横展開を促進する。

○スポーツコミッションを設立し、スポーツマネジメント人材育成のほか、ス
ポーツ大会・合宿の誘致を強化する。Ｈ29は特に離島への誘致に注力
し、国境離島の情報発信と連携した誘致活動を展開。

○観光まちづくりの推進のため、周遊観光を目的とした着地型旅行商品の
造成、流通促進を実施。

○インバウンド個人旅行者を誘客するため、外国人旅行者対象サイト
「Hanavi」と連携し、航空便によるゴールデンルートからの誘客や九州の

玄関口となっている福岡からレンタカーやＳＵＮＱパスを使った誘客によ
り新たな観光客を取り込む。

本市申請分事業概要

○肥前窯業圏活性化推進協議会負担金

（皿山三味ガイドブック英語版の作成・テーブルウェアフェスティ
バルPR業務）

○統合型リゾート誘致推進事業
（統合型リゾートの導入に向けた地域関係者等との検討）

H30年度（事業費ベース）
【申請形態】県市共同申請
【継続】 ３年目/５年計画
【申請額】 10,151千円
【前年度交付額】 2,500千円
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５.離島半島を中心とした『就業先として選
ばれる水産業』確立プロジェクト

KPI 【H31目標】
１ 養殖産地育成計画策定地区の総養殖生産額 （17,100→19,000千円）
２ 前年度支援した『先駆的雇用型漁業経営体』毎の付加生産額の向上割合 （0→30％）
３ 水産物輸出額（関係団体分） （1,100→2,400千円）
４ 漁業者の平均所得増加額 （0→734千円）

事業全体の概要（県内全体）

水産課、水産センター

○養殖業者の”協業化”による市場ニーズに対応可能な生産・流通体制を
確立する。県内の養殖産地の中から、協業化、規格の統一による品質向
上とブランド化、新たな販路開拓に積極的に取り組む養殖業者を選定し、
『養殖業経営体協業化推進地区』として指定し、地区毎の特徴を踏まえた
協業化の計画を支援する。

○雇用型漁業経営体の”生産拡大”、”経営の多角化”による優良なビジネ
スモデルを構築する。

○中国や米国など既存の輸出国とシンガポールやマレーシアなど今後輸出
拡大が見込まれる国を対象として、新たな販路開拓・輸出拡大に向けた
流通販売対策を実施する。

○クルーズ船で来訪する外国人や日本人富裕層といった観光客をターゲッ
トにした県産魚の販売拡大対策、SNSや飲食店と連携して消費を促進す
ることで、本県来訪時の満足度を向上するとともに、ふるさと納税等での
消費拡大にもつなげる。

本市申請分事業概要

・生産基盤施設整備事業
（漁業協同組合等が実施する施設整備事業（漁業活動の効率
化・省力化・高度化）を支援）
・マガキ種苗生産事業
（種苗の改良を含めた種苗生産事業を実施）

H30年度（事業費ベース）
【申請形態】県市共同申請
【新規】 ２年目/３年計画
【申請額】 10,623千円
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６.自治体広域連携による大村湾活性化プロ
ジェクト
KPI 【H32目標】

１ 大村湾沿岸（５市５町）の観光客数 （2,094→2,305万人）
２ 大村湾沿岸（５市５町）の観光消費額 （2,656→3,142億円）
３ 長崎空港の利用客数 （300→334万人）

事業全体の概要（県内全体）

政策経営課、水産課、観光課

○国際観光拠点の整備に向けた、集客機能（MiCE機能、レジャー施設等）、
宿泊機能（富裕層を呼び込むハイグレードホテル）、各地域の伝統・文化
を強力に発信する機能、大村湾内各地に送客するゲートウェイ機能等を
整備するとともに、県内周遊等を促進するための交通インフラの充実・強
化を図る。

○大村湾内の漁場環境の調査・研究を進め、イカの産卵場所として水産資
源の拠点化を推進するとともに、県水産試験場等における試験・研究結
果から得られた科学的根拠に基づいた効果的な種苗放流を広域・連携し
て実施することにより、水産資源の維持・拡大を図る。

○密漁対策や大村湾内の円滑な航行、安全を図るため放置艇対策（撤去
等）を実施する。

○大村湾の観光素材を活かし、沿線地域の魅力発信をＪＲと沿線市町が一
体となって取り組み、地域の賑わいづくりを行う。

○大村湾を１周する自転車イベントを活用した沿岸自治体が連携して取り
組む大村湾の魅力発信をおこなう。

本市申請分事業概要

・統合型リゾート誘致推進事業
（集客機能、宿泊機能、各地域の伝統・文化発信機能、大村湾
内各地に送客するゲートウェイ機能等の整備検討）

・栽培漁業推進事業
（漁協及び各種協議会が実施する中間育成及び放流事業等に
対する助成）

・大村湾沿線観光活性化協議会事業
（JR九州と沿線自治体が連携した観光活性化に対する支援）

H30年度（事業費ベース）
【申請形態】県市共同申請
【新規】 １年目/３年計画
【申請額】 16,950千円
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