
平成３０年度予算におけるリーディングプロジェクトの考え方について
－地方創生を具体化するための３要素とリーディングプロジェクトとの関係－

5.英語が話せる街 佐世保

4.名切地区再整備

6.基地との共存共生

3.九十九島認知度向上

7.統合型リゾート（IR）誘致

1.クルーズ船入港体制整備

2.俵ヶ浦半島開発

8.企業立地・新工業団地整備

～人の流れをつくる～
① 都市の価値を高め → ② 働く場（産業）を確保し → ③ 生活環境を整える

【呼び込む】
リーディングプロジェクトで、都市と
しての優位性を高め、競争力を強
化する段階。

【輝く】
移住・定住を実現し、ライフステージに
応じて、一人ひとりが輝ける取組みを
進める段階

①都市アイデンティティ確立

（都市としての価値向上）

②地域経済の牽引

（仕事を創出する産業）

③ライフスタイル・

ライフステージに応じた

生活環境

※アイデンティティ

自己を自己として確信する自我の統一を

持っていること、本質的自己規定、同一性、個性

【働く】
リーディングプロジェクトの吸引効果、
産業創出効果により、雇用の拡大、所
得の向上への取組みを進める段階

重点プロジェクト

地
域
の
絆

安
全
安
心

成
長
戦
略

地方創生総合戦略

【重点プロジェクト】
後期基本計画期間中
特に重点的に推進する施策

【総合戦略】
後期基本計画期間中
特に地方創生に資する施策

リーディングプロジェクトは、重点ＰＪや総合
戦略を含む第６次総合計画を、第７次計画に飛躍
させる牽引役として、また、連携中枢都市圏の中
心市としての高次都市機能効果の視点で、全事業
の中から特出

第6次総合計画

第7次総合計画

連携中枢都市圏

先駆性に特化

成長（価値向上）
牽引事業を抽出

資料２
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東アジア

三浦地区

浦頭地区

国際クルーズ船観光客周遊戦略・
官民連携体制の検討

体験型観光公園施設整備の検
討

中心市街地における
交通施設整備

港湾施設における
物産・交流拠点形成

九十九島エリアへの周遊

中心商店街への周遊性の向上

浦頭地区旅客ターミナルへの物産・交流
機能の検討

ＨＴＢ

市内周遊のコアの確立
・中心商店街・九十九島エリア・ＨＴＢ

転換 市内各観光地への周遊
・江迎、三川内等（「コト消費」コンテンツ）

発展

既往の国内外からの観光客に加え、クルーズ船観光客
の受入をも見据えた俵ヶ浦半島公園（仮称）のイメー
ジ

クルーズ船観光客周遊の現状
・インバウンドの対象→（有田、長崎、福岡等）

インバウンドの方向性（コト消費）を見据え、「マップ・パ
ンフレット多言語化」「Wi-Fi」「免税カウンタ」等で、中心
商店街におけるインバウンド需要を喚起

クルーズ船寄港地として、旅客の利便性、地域振興、物
産振興、交流、情報提供等について検討

港湾、周遊・アクセス整備

100万人寄港、市内周遊を実現するために必要となる、
ハード整備について、スケジュール感をもって整備

年間300日寄港：100万人/年
の観光客受入整備

現状
●既存ビジネスモデルに依存
●他都市との差別化が図られない

戦略的対策
●目的地としての意識
●新ビジネスモデル創出

港のキャパシティと比較し、
相応の経済効果は？

港のキャパ相応の客数確保
地域に経済効果が波及

クルーズ拠点化を契機とした周遊戦略
（佐世保港国際クルーズ拠点形成事業・俵ヶ浦半島開発など） 30年度予算額：22億7,551万円

港湾部・企画部
観光商工部・土木部

※予算額には、リーディングプロジェクト以外の予算を含まない。
※アクセス（道路）整備は、一部県事業
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九十九島認知度向上
（世界で最も美しい九十九島湾クラブ推進事業、観光客誘致促進事業（九十九島誘客事業））

事業の目的

30年度予算額：2,514万円

事業の概要

観光商工部 観光課

概要図等総合戦略
基本目標１： ２５万人規模の佐世保を未来につなぐふるさと産業づくり

（KPI： 新卒就職者の市内就職率 34％、観光（推定）消費額 1,230億円）

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

○ 国内外に九十九島のPRを展開することで、本市の観光振興上最大

の課題である九十九島の認知度向上を図るとともに観光客の誘致
を図る。

○ 観光客誘致促進事業（九十九島誘客事業）
全国的知名度を誇るハウステンボスとの連携し、誘客につなげる取り組みを行
う。

○ 世界で最も美しい九十九島湾クラブ推進事業
観光振興と資源保護等を目的としたＮＧＯ「世界で最も美しい湾クラブ」への加

盟に向けた取り組みを行う。また、国内加盟湾と連携した取り組みや国際的なブ
ランド力を活用して海外プロモーションを行う。

世界で最も美しい九十九島
湾クラブ推進事業

●加盟の獲得
・湾クラブフランス総会での最終プレゼン
テーションの実施・加盟実現（H30.4）と台
湾総会への出席（H30.10）

●加盟周知と情報発信の基盤整備
・広告出稿/ＰＲ
・市民への周知
・国内加盟湾との連携、国内外でのプロモー
ション

観光客誘致促進事業
（九十九島誘客事業）

●九十九島ＰＲ戦略推進事業（Ｈ２７
～２９年実施）の実施により精査され
たＰＲ手法による「九十九島」ブラン
ドの訴求
・ハウステンボスの知名度を活用した交通
広告等広告展開

九十九島エリアへの誘客促進
九十九島の国内外の認知度向上

九十九島認知度向上事業イメージ
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「世界で最も美しい湾クラブ」（１９９７年～）
美しく豊かな湾を活用した観光振興と環境保全を目的としたＮＧＯ
本部：フランス（ヴァンヌ）
加盟湾：モンサンミシェル湾（フランス）

ハロン湾（ベトナム） など２５ヶ国４１湾

九十九島認知度向上
（世界で最も美しい九十九島湾クラブ推進事業、九十九島誘客事業）

松島湾（宮城県）

富山湾（富山県）

宮津・伊根湾（京都府）

駿河湾（静岡県）

九十九島誘客事業（ＨＴＢ連携事業）
ハウステンボスの知名度と営業力を活用し、市単独では実施困
難な九十九島の広告展開を図る
・交通広告（関東・関西圏） ・番組等誘致 など

世界で最も美しい九十九島湾クラブ推進事業
「世界で最も美しい湾クラブ」への加盟を実現し、そのブランド力
を活用し、国内外に九十九島のＰＲを図る
・海外（台湾等）プロモーション ・特設サイトの開設
・国内加盟湾との連携 など

ハウステンボスへ来た観光客を九十九島エリアへ誘引
単独では実施困難な首都圏や大型の広告枠の取得

モンサンミシェル湾（フランス） ハロン湾（ベトナム）
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英語が話せる街 佐世保
（国際理解教育推進事業等・地域未来塾事業・英語シャワー事業）

事業の目的

○ 米海軍基地や多くの外国人が居住し、国際色豊かな風土や文化を持つ本市
の特長を活用し、国際社会を生き抜くグローバル人材を育成する。

○ 官民協働の展開のもと、市全体の英語学習環境の充実を図りながら「佐世
保暮らし＝英語が身に付く」という新しい“まちの魅力”を創出する。

30年度予算額：2,134万円

事業の概要

教育委員会 社会教育課、
学校教育課、教育センター

概要図等

○国際理解教育推進事業等 １，０７６万円
子どもたちが外国人と直接交流し、コミュニケーションを体感する「Sasebo 

English Camp」を全中学校で実施するとともに、モデル校での英語検定を行う
ほか、オリジナル教材の作成を行うもの。
引き続き、教職員の英語指導力向上に向けた研修を実施するもの。

○地域未来塾事業 ２０２万円
児童生徒の基礎学力の向上、学習習慣や社会性、規範意識、コミュニケー
ション能力の定着化に向けた放課後学習支援事業（地域未来塾）を実施する。

○英語シャワー事業 ８５６万円
情報と価値の共有を図りながら価値創造を行う官民協働体制を確立し、市
民の英語学習環境の充実を図る「英語シャワー事業」を展開する。

総合戦略
基本目標２：佐世保を、みんなが住みたい「夢をかなえるまち」に

（ＫＰＩ： 転入者数５年平均170人増、転出者数５年平均190人減）

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
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英語シャワー事業実績（官民連携プラットフォーム実績）

＜活動実績＞

＜プラットフォームの構成＞

１ 英語で交わるバスツアー（Intercultural Friendship Tour）

■実施主体 ： バスツアーチーム
■実施内容 ： 市内の観光スポットを市民と外国人が一緒に巡り、観光と交流を楽しむバスツアー
■実施期日 ： 平成29年11月15日（土）
■参加者数 ： 日本人 15名、外国人 16名
■備 考 ： 日本人が外国人をガイド、将来的には観光コンテンツ化を目指す。

２ Facebookページ 「Sasebo E Channel」の開設・運用

■実施主体 ： Webサイト・SNSチーム
■実施内容 ： 市内の英語学習情報やイベント情報はもちろん、市内在住外国人向けの佐世保

生活情報を発信し、情報を介して交わる機会を創出する ＊二カ国語配信
■開設期日 ： 平成29年12月1日～
■フォロワー数： 416人（H30.2.23時点）

３ Sasebo Expo 2018

■実施主体 ： Sasebo Expoチーム
■実施内容 ： 日本と外国の文化を体験しながら学びと交流を深める体験型イベント
■実施期日 ： 平成30年2月3日（土）
■参加者数 ： 日本人 190名、外国人 80名

平成30年3月1日現在
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