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【基本目標Ⅰ 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 

 

施策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 

海と山に囲まれた豊かな自然環境に恵まれた本市は、一方で自衛隊、米海軍基地が存在し、旧軍
港や造船のまちとしてのイメージも色濃く、アメリカ文化も根付くなど、観光地として多面的な魅
力を併せ持っています。海風の国「佐世保・小値賀観光圏」、２０１５年に西海国立公園６０周年
を迎えた西海国立公園九十九島と２０１６年度に世界遺産登録を目指す黒島天主堂など、官民挙げ
て観光地域づくりを進めています。 
また、常に変化し新しい魅力を発信し続けるハウステンボスが多くの観光客を迎え入れていま

す。本市では、食を含めた溢れる地域資源を活かして、クルーズ客船の誘致や大型化への対応、西
海国立公園九十九島の観光振興等により国内外からの観光客誘致を進めるとともに、統合型リゾー
ト（ＩＲ）の誘致などの新しい動きにより、交流人口の量・質両面での拡大に取り組んでいます。 
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参画する観光地域づ

くりを更に推進することで、観光客の増加と誘客（波及）効果の拡大を目指し、今よりも稼ぐしご
とづくりにつなげることを推進します。 

＜重要業績評価指数ＫＰＩ1＞ 

重要業績評価指数ＫＰＩ 現状値（２０１４年） 達成目標（２０１９年） 

佐世保市への観光客数 ５，８７３，１４６人 ６，７５０，０００人 

＜主な取り組み＞            ○既存の取組み、◎拡充する取組み、●新しい候補、（先）先行型事業 

主体 内容 

国県 （国）観光地域ブランド確立支援事業 

（県）２１世紀まちづくり推進総合支援事業 

（県）長崎誘客拡大支援事業 

（県）大型客船誘致促進プロジェクト推進事業 

市 ○ （先）西海国立公園九十九島の保全・活用と魅力発信による国内外の観光宣伝誘客活動の展開 

○ （先）西海国立公園九十九島パールシーリゾート及び水族館の魅力向上など観光施設の充実 

○ （先）クルーズ客船の誘致（ポートセールス）など国内外における観光宣伝誘客活動の展開 

○ （先）外国人観光客の受入体制（Ｗｉ-Ｆｉ、免税店など）の整備 

○ 統合型リゾート（ＩＲ）誘致の促進  

◎ 黒島天主堂の世界遺産登録並びに保全・活用の推進 

◎ 関係自治体との連携による日本遺産登録に向けた取り組みの推進と保全・活用 

○ 海外都市へのシティセールスや都市調査による観光交流の展開     

◎ 観光地域づくり推進体制（日本版ＤＭＯ2）の整備支援  

○ きらきらフェスティバル等まちなかの魅力を向上させるイベントへの支援 

◎ 長崎和牛のブランド力強化（佐世保グルメの拡充） 

◎ 農水産品の産地化・ブランド化事業による付加価値向上の取組み支援 

民間 ○外国人客来店支援事業【佐世保商工会議所】 

○ハウステンボスへのＩＲ誘致【佐世保商工会議所】 

○「艦隊これくしょん」を活用した観光客誘致【佐世保地域経済活性化推進協議会】 

○「護衛艦カレー」事業の推進【佐世保商工会議所】 

○「ＳＡＳＥＢＯタコス」プロジェクトの推進【ＳＡＳＥＢＯタコスＬＡＢ】 

○「海風の国」佐世保・小値賀観光圏におけるブランド観光地域づくり（日本版ＤＭＯ） 

【公財佐世保観光コンベンション協会】 

○ＤＭＣ設立による佐世保を代表する観光資源を活用した観光客誘致 

【佐世保地域経済活性化推進協議会】 

                                                   
1 Key Performance Indicator の略。重要業績評価指数。効果検証を行うために定める評価指数。 
2 Destination Management/Marketing Organization の略。戦略策定、各種調査、マーケティング、商品造成、

プロモーション等を一体的に実施する組織体。 
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＜各主体の連携で取り組む地方創生プロジェクト＞ 

（仮）世界遺産で「西海国立公園九十九島」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）アメリカタウン（まちづくり）プロジェクト 
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【基本目標Ⅰ 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 

 

施策①－２ 佐世保の特色を生かした地場産業・地場企業（農水産業、製造業など）の振興 

第一次産業においては、意欲ある農水産業者が他産業や研究機関との連携等により農水産品の

付加価値を高める取り組みを進めることで、「魅力ある・安定した第一次産業」を目指します。そのよう

な動きを下支えするために、地域への人材参入を促進することで、担い手の定着と経営拡大を進める

とともに、新規参入者の育成を行います。 

第二次・第三次産業においては、企業の新分野進出や新たな取り組みを推進するため、新製

品・新技術の開発や新たな販路の拡大、海外を視野に入れた事業展開など、多様で付加価値を高

めていくための事業を促進します。あわせて、そのような企業の新しいチャレンジの担い手とな

る人材の確保や、技能継承および新たな知識の習得などの人材育成に努め、力強い地場産業の発

展と就業機会の拡大を進めます。 

＜重要業績評価指数ＫＰＩ＞ 

重要業績評価指数ＫＰＩ 現状値（２０１４年度） 達成目標（２０１９年度） 

新たに農水関連産業に就業（雇用）した人数

（２０１３年度からの累計） 
２２人 ７６人 

農水産物ブランド認定品目の販売金額 ７１，０００千円 １２２，５４０千円 

人材育成事業利用企業数 １５件 ２０件 

創造的技術開発・販路開拓支援事業 

利用企業数 
４件 １５件 

＜主な取り組み＞          ○既存の取組み、◎拡充する取組み、●新しい候補、（先）先行型事業 

主体 内容 

国県 （国）４５歳以下の新規就農者に対する資金的支援 

（国）果樹経営支援対策事業 

（国）国内水産物の輸出に向けた取組み支援 

（県）地域の核となる漁業者グループ、漁業者への所得向上取組み支援 

（県）企業間連携の促進と新たな受発注体制の構築支援 

（県）ものづくり企業の成長支援 

（県）造船関連産業の競争力強化 

（県）中小企業の海外展開支援 

（県）「プロフェッショナル人材戦略拠点」の整備 

市 ◎ 農水産品の産地化・ブランド化事業による付加価値向上の取組み支援 

◎ 漁港整備の推進及び漁協、生産者の施設整備に向けた取組み支援 

● 農作業のサポート団体を育成          

● 農水産業における雇用労働力の促進に向けた事業の実施 

◎ 日本一のトラフグ産地としての認知度向上と地域需要開拓・拡大に向けた取組み支援 

● 技術系の人材育成・人材確保に対する支援 

● プロフェッショナル人材確保に対する支援 

◎ 新製品・新技術開発、販路拡大に対する支援 

◎ 企業が海外展開する際の支援拡充 

● 無料就職紹介窓口の設置（就職希望者と市内企業とのマッチング） 

○ 佐世保産品の認知度向上と販路開拓、拡大に向けた取組み 

民間 ○「佐世保の魚」食プロジェクトの推進【佐世保商工会議所】 

○「集荷ビジネス」の構築による生産者所得の向上【佐世保地域経済活性化推進協議会】 
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＜各主体の連携で取り組む地方創生プロジェクト＞ 

（仮）海から稼ぐ観光客誘致プロジェクト 

（仮）イノベーション促進プロジェクト 

（仮）次世代につなぐ第一次産業プロジェクト 

（仮）ＵＪＩターン促進プロジェクト 

（仮）若者活躍促進プロジェクト 

（仮）若者まちなか活躍プロジェクト 
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【基本目標Ⅰ 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 

 

施策②－１ 佐世保でだれもが創業にチャレンジできる環境づくり 

 若者や子育て世代、セカンドライフの過ごし方を考える中高年など様々な世代において、これま

での経験や新しい技術・発想を活かした創業、テレワーク3などの新しい働き方での創業、さらには

ＵＪＩターンによる創業など、あらゆる形態に対応した創業しやすい環境づくりを推進します。 

特に、経営知識の習得や創業資金の調達等に不安を抱えやすいとされる創業予定者に対し、産業支

援センターや関係機関などオール佐世保の連携により、創業準備に関する相談から、事業計画の作成・

資金調達の支援、また創業後の経営指導まで一貫した細やかな支援やセミナーの開催などを充実させ

ることで、より多くの創業の実現と経営の早期安定化を促進します。 

さらに、これまで以上に産業界と高等教育・研究機関の連携を高め、新しい技術開発、イノベー

ション等に結び付きやすい環境をつくり、ベンチャー創業につなげるとともに、それを目指す人材

の育成に取り組みます。 

 

＜重要業績評価指数ＫＰＩ＞ 

重要業績評価指数ＫＰＩ 現状値（２０１４年度） 達成目標（２０１９年度） 

創業支援ネットワークで支援を受けて創

業した人数（２０１４年度からの累計） 
１５３人 ９１８人 

 

＜主な取り組み＞          ○既存の取組み、◎拡充する取組み、●新しい候補、（先）先行型事業 

主体 内容 

国県 （国）市町の創業支援事業計画の認定 

（国）創業促進補助事業、創業支援事業者補助事業の実施 

（県）長崎県ビジネス支援プラザでの窓口相談、インキュベーション事業の実施 

（県）ビジネスプランコンテストの実施（上位者に創業奨励金支給） 

市 ○ （先）市産業支援センターでの窓口相談、インキュベーション事業、創業セミナー等の実施 

○ （先）市創業支援事業計画に基づく特定創業支援の実施 

○ 商工会議所や金融機関等との連携による創業支援のネットワーク運営 

◎ 創業促進補助事業の実施（ＵＪＩターン者向けの制度拡充） 

○ 専門家の「１日経営ドック」による、創業前後の経営安定化に向けたアドバイス支援 

○ 低利の創業融資制度や、創業資金の利子補給の実施 

◎ 新分野進出、ベンチャービジネスの創出に向けた産官学連携の取組みの推進 

○ 創業支援制度の広報 

民間 ○創業支援ビジネスプランコンテスト(仮称）【佐世保商工会議所】 

＜各主体の連携で取り組む地方創生プロジェクト＞ 

（仮）アメリカタウン（まちづくり）プロジェクト 

（仮）イノベーション促進プロジェクト 

（仮）創業支援プロジェクト 

（仮）ＵＪＩターン促進プロジェクト 

（仮）若者活躍促進プロジェクト 

（仮）若者まちなか活躍プロジェクト 

                                                   
3 ICT（情報通信技術）を活用した、在宅勤務やサテライトオフィスなどによる時間や場所にとらわれない柔軟な働き

方のこと。 
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【基本目標Ⅰ 基本的方向③】防衛施設が所在する地域の特徴を活かしたふるさと産業の連携 

 

施策③－１ 地場産業の活性化への寄与に向けた退職自衛官4の再就職促進 

海軍鎮守府設置により発展してきた歴史を有し、陸上・海上自衛隊や米海軍基地が所在する本市

において、これら防衛施設と地域経済と深い関わりを持ちながら、今日に至っています。その中

で、佐世保港の利用については、十分な活動が展開できない状況にありながらも、様々な地元企

業（事業所）が艦船修理や物品購入等を通じて、国防を下支えしている状況にあります。 

このような関わりをより深化させ、地域経済の活性化に結び付けていく取組みとして、国及び

関係機関、団体等と連携しながら、豊富な経験、ノウハウを有し、即戦力として期待される退職

自衛官の市内企業への再就職を促進し、地域経済の活性化に結び付けていきます。 

 

＜重要業績評価指数ＫＰＩ＞ 

重要業績評価指数ＫＰＩ 現状値（２０１４年度） 達成目標（２０１９年度） 

退職自衛官の市内企業への再就職率  ５０％ ７０％ 

 

＜主な取り組み＞          ○既存の取組み、◎拡充する取組み、●新しい候補、（先）先行型事業 

主体 内容 

国県 （国）再就職活動に向けての職業訓練・通信教育、就職相談 など 

市 ○ 国等への連携（働きかけ等）を中心に取り組む 

・合同企業説明会における退職予定自衛官の参加機会の充実 

・再就職におけるミスマッチを防止するためのインターンシップ制度の検討 

・再就職の一助とするための公的資格取得の促進 

・地元受注機会拡大の促進 

 

民間 ○退職自衛官の市内企業への再就職支援【佐世保商工会議所】 

○陸上自衛隊水陸機動団新編に伴う定住人口増加の実現【佐世保商工会議所】 

 

＜各主体の連携で取り組む地方創生プロジェクト＞ 

（仮）防衛資源を活かすプロジェクト 

 

  

                                                   
4 自衛隊は、精強性を維持するため、若年定年制（５３歳から５６歳）及び任期制（一定期間の任用）を採用している。本戦略におい

ては、若年定年制による退職自衛官を対象とする。 
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【基本目標Ⅱ 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 

 

施策①－１ 若い世代が活躍するまちをつくる 

次世代を担う若い世代は、情報収集の力やそれらを取り込む柔軟な発想があり、さらに、フッ

トワークの軽さによる行動力やチームワークなど、まちに新しい風を吹き込む大きな力を持って

います。 

また、学生たちも、教室の中だけでなく学んだことを実践する「場」を求めています。そうし

た想いを実現するため、若者によるまちづくりへのチャレンジを後押しします。 

若者が“学ぶ”、“体験できる”「場」を作り、若者によるまちづくり活動を推進し、“実践

できる”「場」を作ることで、若者の社会参画を促すとともに、活躍できる環境を整備します。 

若者の社会参画を通じて、まちへの愛着を高めるとともに、若者にとって住み続けたい・住み

続けられるまちとなることを目指します。 

 

＜重要業績評価指数ＫＰＩ＞ 

重要業績評価指数ＫＰＩ 現状値（２０１４年度） 達成目標（２０１９年度） 

まちづくり活動を推進する「場」・社

会参画する「場」の数 
５ １０ 

まちづくり活動を推進する「場」・社

会参画する「場」への参加者数 
７５人 １５０人 

 

＜主な取り組み＞          ○既存の取組み、◎拡充する取組み、●新しい候補、（先）先行型事業 

主体 内容 

国県 （県）若者の地元定着に向けた県立大学の人材育成 

市 ◎ 地域が若者と協働して取り組む空き家活用の事業提案の募集 

◎ 大学連携による学生のまちづくり活動への参画推進 

○ 市民協働やＮＰＯ活動をＰＲする市民協働交流月間への学生の参画など 

○ まち元気計画の事業推進・連携・支援 

民間 

 

○大学、県内企業や地方公共団体との協働よる若者の地元定着率アップ（COC＋） 

【長崎大学地方創生推進本部ＣＯＣ＋県北分室】 

○若者によるまちづくり活動の推進（動画制作・イベント企画運営）【長崎国際大学】 

○「次世代創業者育成プログラムの共同研究」【長崎県立大学】 

○市内企業への長期インターンシップ実施【長崎県立大学】 

＜各主体の連携で取り組む地方創生プロジェクト＞ 

（仮）アメリカンタウン（まちづくり）プロジェクト 

（仮）次世代につなぐ第一次産業プロジェクト 

（仮）ＵＪＩターン促進プロジェクト 

（仮）若者活躍促進プロジェクト 

（仮）若者まちなか活躍プロジェクト 

（仮）Positive Life「実践・拡散」プロジェクト 

（仮）オール佐世保で総合戦略を動かすプロジェクト 
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【基本目標Ⅱ 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 

 

施策①－３ 住み始めやすく、住み続けられる居住環境をつくる 

佐世保市では、広い居住スペースが必要な子育て世帯の持ち家率は低く、特に若い世帯の居住環

境の向上が求められています。一方で、高齢世帯は戸建住宅からマンションへの住み替え傾向も見

られ、利用目的のない空き家は増加の傾向にあることから、居住のミスマッチが起きている状況に

あります。また、ＵＪＩターン希望者にとっても居住環境は重要であり、中古住宅等の安価な住宅

の提供やその情報を効果的に発信しなければなりません。 

そのため、民間事業者との連携し、空き家の情報発信やマッチングなどの中古住宅流通を促進す

る取り組みを行い、新規移住・定住のためのリフォーム支援等を行います。また、空き家の流通促

進や新規移住者の受け入れのためには、自治会等による積極的な取り組みも重要なことから、空き

家の活用や移住者の受け入れ促進に取り組む自治会等を支援し、住み始めやすく、住み続けられる

環境づくりを行います。 

 

＜重要業績評価指数ＫＰＩ＞ 

重要業績評価指数ＫＰＩ 現状値（２０１４年） 達成目標（２０１９年） 

既存住宅流通シェア 

（全住宅流通量に占める既存住宅の流通割合） 
１４％ １８％ 

空き家バンク5登録物件の成立件数 

（累計） 
０件 ４０件 

 

＜主な取り組み＞          ○既存の取組み、◎拡充する取組み、●新しい候補、（先）先行型事業 

主体 内容 

国県 （国）地方移住の推進 

（国）人口減少等を踏まえた既存ストックのマネジメント強化 

（県）ながさきドンドンさかあがりプロジェクト 

（県）長崎県の暮らしやすさや生活コストの比較による情報発信 

（県）移住希望者に対する相談体制、受入環境の整備 

市 ○ （先）空き家情報や地域の暮らしの魅力等に関する情報発信 

◎ ＵＪＩターン者や子育て世帯に対する中古住宅のリフォーム補助等 

◎ 自治会等による移住定住者の受け入れに向けた取り組み支援 

民間 ○アメリカンリノベーションによる空き家活用、移住定住促進 

【佐世保地域経済活性化推進協議会】 

＜各主体の連携で取り組む地方創生プロジェクト＞ 

（仮）ＵＪＩターン促進プロジェクト 

（仮）若者まちなか活躍プロジェクト 

（仮）子ども・子育て支援モデル都市化プロジェクト 

 

                                                   
5 市内の賃貸や売買を希望する空き家情報を収集、提供するほか、移住定住希望者に対して地域の暮らしの情報や魅力

を発信する、中古住宅流通の活性化及び移住定住促進を目的としたホームページ。 
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【基本目標Ⅳ 基本的方向①】自らの手で自分たちの地域をつくる 

 

施策①－１ 住民自らによる快適で暮らしやすい地域づくり 

生活の拠点となる地域は、その地理的条件、歴史、文化、風土など異なる特徴を持っており、現

状も将来の姿もそれぞれですが、人口減少の影響は様々なところに現れると予測されます。 

特に離島、半島、過疎地域では、人口減少、高齢化が急速に進行しています。更に商店、スーパ

ー等の閉鎖などにより集落機能の低下が危ぶまれています。 

また、個人のライフスタイルの多様化や地域での関わりを持とうとしない人も増えつつあり、住

民相互の連帯感や結びつきが希薄化しています。一方で、子どもに係る事件事故、高齢者の見守り

や買い物難民への対応、介護の問題、自然災害への対応など住民の生活や安全・安心に関わる様々

な課題が顕在化しています。 

こうした課題へ対応するために、新たな地域づくりに向けた体制と取組みを進めていく必要があ

ります。その取組みの基本となるのが、「地域のことは地域で考え、地域で取り組む」ことであり

ます。 

地域諸課題は多岐多様にわたることから解決するのは簡単ではありませんが、地域に暮らす人が

互いに協力し合い、例えば大学と連携した地域活性化の取組みや、買い物難民、高齢者の見守りへ

の企業の関わりなど、大学、企業、金融機関、行政機関、メディアなどとも協働・連携しながら、

地域特性に応じたまちづくりの検討と実践を促し、住民が愛着を持てる“快適で安全安心な暮らし

やすい地域づくり”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（２０１４年度） 達成目標（２０１９年度） 

町内会等加入率 ８５．１％ ９０．０％ 

生涯学習事業への参加者数 ９２，１２６人 １０５，０００人 

市民活動団体数 ２１１団体 ２２１団体 

＜主な取り組み＞          ○既存の取組み、◎拡充する取組み、●新しい候補、（先）先行型事業 

主体 内容 

国県 （県）市町・民間等への支援及び新たな「枠組み」「担い手」の構築 

（県）地域拠点商店街支援 

市 ○ 町内会等地域コミュニティ活動の支援・活性化支援 

○ 地域特性に合わせた地域ごとのまちづくりの促進・支援 

○ 市民の生涯学習活動の支援及び学習成果を生かすための環境づくり 

○ 地域リーダー養成講座等の開設 

○ 研修等による市民協働に関する意識啓発 

○ 提案公募型協働事業など市民協働によるまちづくり活動の支援 

○ 地域愛の醸成を狙いとして、住民自らが実施するまちづくり活動に対する支援 

○ 地域福祉計画に基づく福祉のまちづくりの推進 

民間 ○市民の生涯学習活動支援に向けた長崎県立大学佐世保校付属図書館の地域開放【長崎県立大学】 

○民生委員・児童委員活動の充実と避難行動要支援者支援活動の推進 

【佐世保市民生委員児童委員協議会連合会】 

＜各主体の連携で取り組む地方創生プロジェクト＞ 

（仮）オール佐世保で総合戦略を動かすプロジェクト 
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