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１．関係者による主体的な取り組みについて 

（１）目的 

地域関係者の主体的取組による佐世保市版総合戦略を検討（５月２１日部会から議論スタート） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）５月２１日部会へ向けて確認頂きたい内容 

地方創生や人口減少社会に対応して、自分達に置き換えてできることを確認してください 

 

 

 

 

 

 

 

佐世保市関係者の皆さんが主役となり 

進めていきたい取組の整理 

『自分達には何ができるか？』 

『何をしなければいけないか？』 

【まずは？】 
①総合戦略の基本的な４つの柱を確認 

②佐世保市の将来人口などの資料を確認 

 

◆参考として頂きたい資料 

◎本日配布した会議資料 

◎地方創生に関連する市の取組例 

【考えてほしいこと】 
①自分たちでやれることを考えてみてください！ 

②既に進めている取組や新たなアイデアも大歓迎！ 

 

◆検討内容（現在の想定で構いません） 

実施名称、実施内容、関連主体など 

※現時点で具体化していない取組でも構いません！ 

佐世保市版総合戦略の策定に向けた第一ステップ 

2



【総合戦略の基本的な４つの柱】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考として頂きたい資料：本日配布した会議資料、地方創生に関連する市の取組例】 

［参考資料：地方創生に関連する佐世保市の取組を添付］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総合戦略に掲げる施策の４つの柱イメージ 

① 地方における安定した雇用を創出する取組 
～地域産業の競争力強化、地域への人材還流、人材育成、雇用対策～

② 地方へ新しいひとの流れをつくる取組 
～地域への移住推進、地域企業の拠点強化・採用・就労拡大～

③ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる取組 
～若者雇用の推進、結婚・出産・子育て支援、ワークライフバランス実現～

④ 時代に合った地域をつくり、安心なくらしを守るとともに、地域と地域を連携する 
～都市圏や周辺地域との連携、既存ストックのマネジメント強化～

施策例
No

貢献する基本目標 施策名・事業名 目的・内容 所管部署

1 1. 安定した雇用をつくる 人材育成支援事業
中小企業者等が人材育成及び技術の向上のために実施する研修等（社員派遣含む）に対し、

その費用の一部を補助するもの。
農水商工部産業振興課

2 1. 安定した雇用をつくる 創造・販路支援事業
市内中小企業者が新製品・新技術の開発並びに販路開拓を行う際に、必要経費の一部を補

助するもの。
農水商工部産業振興課

3 1. 安定した雇用をつくる 企業立地推進事業
本市への新規企業誘致及び地元企業の事業拡大を促進することにより、雇用が増大し、県民
所得の向上を図るもの。

企業立地推進局

4 1. 安定した雇用をつくる 工業団地整備事業 本市への新規企業誘致及び地元企業の事業拡大を促進するための基盤整備を行うもの。 企業立地推進局

5 1. 安定した雇用をつくる 農産施設・機械等整備事業
農業者が組織する任意組合や団体、農業者個人等が整備する各種施設や省力化機械等の導

入経費に対する助成するもの。
農水商工部農業畜産課

6 1. 安定した雇用をつくる 農地集積対策事業 地域の担い手へ農地集積を促進した地域及び土地所有者等に対し助成するもの。 農水商工部農業畜産課

7 1. 安定した雇用をつくる
農産担い手育成（新規就農促進支援
事業委託業務）

新規就農促進支援事業により、就農希望者の技術習得を促進するもの。 農水商工部農業畜産課

8 1. 安定した雇用をつくる 青年就農給付金時事業 青年就農者の経営安定を図るため、経営が不安定な就農初期段階において支援を行うもの。 農水商工部農業畜産課

本日の配布資料を再

度皆さんでご覧頂き、

まずは、皆さんの自由

な発想で、様々な取組

アイデアのご検討を

お願いします。 

この資料は、佐世保市（行政側）

の取組例を整理したものです。 

今回のお願いは、皆さんが主役と

なる取組です！ 

参考資料としてご覧ください。 
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２．確認内容について 

 佐世保市まち・ひと・しごと創生総合戦略の具体化に向けて、地域関係者の皆さまの積極的なご提案をお願いします。 

 今回は様々なアイデア抽出を目的としており、具体化されていないアイデアも記載頂いて構いません。 

 記載頂いた内容は、今後の協議を通じて実現可能性の検討を進めます。 

 今回のヒアリングシートは、５月２１日（水）開催の部会の中での意見交換のための資料となります。 

 皆さんには、５月２１日（水）までに内容をご検討・ご記入頂き、部会当日に持参をお願いします。 

 部会に参加されない方は、５月２０日（火）までに事務局まで FAX をお願いします。［政策推進センターFAX（0956(25)9676）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
左欄の基本目標①～④から

一つ選択してください 
取り組みたい名称、実施

内容を現時点で想定され

ている範囲で構いません

のでご記入ください 

現時点で想定されている

連携したい企業・団体等

があればご記入ください
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　〇 平成２７年５月２１日（水）の部会出席の際、シートをご記入の上で持参してください。

　〇 ご不明な点等ございましたら下記までお問い合わせください。［佐世保市政策推進センター　ＴＥＬ：０９５６（２４）１１１１　内線２４４１］

企業 ・ 団体名

部署・ご担当者名

連絡先

実施名称 実施内容 関連主体 備考

　①．安定した雇用をつくる
　②．地方への流れをつくる
　③．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
　④．時代に合った地域づくり・安心なくらし・地域と地域の連携

① 食育関連新規創業事業
市内で食育に取組企業間の連携促進を目的に親子参加型の食育イベントを開
催し、食育の普及の他、ベンチャー企業関連系による新規創業を目指した取組
を進めたい。

〇〇食品株式会社
△△イベント株式会社　など10社程度 記載例

　①．安定した雇用をつくる
　②．地方への流れをつくる
　③．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
　④．時代に合った地域づくり・安心なくらし・地域と地域の連携

　①．安定した雇用をつくる
　②．地方への流れをつくる
　③．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
　④．時代に合った地域づくり・安心なくらし・地域と地域の連携

　①．安定した雇用をつくる
　②．地方への流れをつくる
　③．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
　④．時代に合った地域づくり・安心なくらし・地域と地域の連携

　①．安定した雇用をつくる
　②．地方への流れをつくる
　③．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
　④．時代に合った地域づくり・安心なくらし・地域と地域の連携

　①．安定した雇用をつくる
　②．地方への流れをつくる
　③．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
　④．時代に合った地域づくり・安心なくらし・地域と地域の連携

　①．安定した雇用をつくる
　②．地方への流れをつくる
　③．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
　④．時代に合った地域づくり・安心なくらし・地域と地域の連携

　①．安定した雇用をつくる
　②．地方への流れをつくる
　③．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
　④．時代に合った地域づくり・安心なくらし・地域と地域の連携

　①．安定した雇用をつくる
　②．地方への流れをつくる
　③．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
　④．時代に合った地域づくり・安心なくらし・地域と地域の連携

　①．安定した雇用をつくる
　②．地方への流れをつくる
　③．若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる
　④．時代に合った地域づくり・安心なくらし・地域と地域の連携

佐世保市まち・ひと・しごと創生総合戦略に係る取組提案シート

貢献する基本目標
（4つから一つ選択）

　ＴＥＬ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｍａｉｌ：
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参考資料：地方創生に関連する施策（市取組の一例）

施策例
No

貢献する基本目標 施策名・事業名 目的・内容 所管部署

1 1. 安定した雇用をつくる 人材育成支援事業
中小企業者等が人材育成及び技術の向上のために実施する研修等（社員派遣含む）に
対し、その費用の一部を補助するもの。

農水商工部産業振興課

2 1. 安定した雇用をつくる 創造・販路支援事業
市内中小企業者が新製品・新技術の開発並びに販路開拓を行う際に、必要経費の一部
を補助するもの。

農水商工部産業振興課

3 1. 安定した雇用をつくる 企業立地推進事業
本市への新規企業誘致及び地元企業の事業拡大を促進することにより、雇用が増大し、
県民所得の向上を図るもの。

企業立地推進局

4 1. 安定した雇用をつくる 工業団地整備事業
本市への新規企業誘致及び地元企業の事業拡大を促進するための基盤整備を行うも
の。

企業立地推進局

5 1. 安定した雇用をつくる 農産施設・機械等整備事業
農業者が組織する任意組合や団体、農業者個人等が整備する各種施設や省力化機械
等の導入経費に対する助成するもの。

農水商工部農業畜産課

6 1. 安定した雇用をつくる 農地集積対策事業 地域の担い手へ農地集積を促進した地域及び土地所有者等に対し助成するもの。 農水商工部農業畜産課

7 1. 安定した雇用をつくる
農産担い手育成（新規就農促進支
援事業委託業務）

新規就農促進支援事業により、就農希望者の技術習得を促進するもの。 農水商工部農業畜産課

8 1. 安定した雇用をつくる 青年就農給付金時事業
青年就農者の経営安定を図るため、経営が不安定な就農初期段階において支援を行う
もの。

農水商工部農業畜産課

9 1. 安定した雇用をつくる
産地化ブランド化育成事業
※農産物

農水産業者が提案する、創意工夫に基づく新たな産品の創出を目的とした事業計画を認
定し、最大５ヶ年間にわたる支援を実施するもの。

農水商工部農業畜産課

10 1. 安定した雇用をつくる 家畜導入促進事業 優良な家畜を導入するための経費の一部を助成するもの。 農水商工部農業畜産課

11 1. 安定した雇用をつくる 畜産施設・機械等整備事業
経営規模の拡大、ならびに効率的な肉用牛の生産に必要な施設や機械の整備に要する
経費に対する助成を行うもの。

農水商工部農業畜産課

12 1. 安定した雇用をつくる
畜産振興対策事業（「日本一長崎
和牛ブランド強化県北協議会」へ
の負担金）

長崎和牛のブランド力強化に取り組む国体の活動経費の一部助成を行うもの。 農水商工部農業畜産課
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施策例
No

貢献する基本目標 施策名・事業名 目的・内容 所管部署

13 1. 安定した雇用をつくる
観光客誘致促進事業
※佐世保市クルーズ船受入分

戦略的な誘致セールス並びに受入事業の実施するもの。具体的には歓迎セレモニーや
歓迎イベント等の受入事業の実施やインセンティブ制度の創設などを行うもの。（地方創
生先行型交付金を活用）

観光物産振興局

14 1. 安定した雇用をつくる 訪日外国人誘致事業
地理的な優位性及び経済成長が顕著なアジア圏などを対象に関係機関と連携を図りな
がら、シティーセールス等の誘致事業を行うもの。

観光物産振興局

15 1. 安定した雇用をつくる
観光客誘致促進事業
（九十九島PR事業）

西海国立公園九十九島について、これまで様々な施策によりPR強化を図ってきたが、九
十九島については未だに認知度が低いことから、集中的な九十九島キャンペーンを展開
するもの。（地方創生先行型交付金を活用）

観光物産振興局

16 1. 安定した雇用をつくる 観光地域づくり推進事業
滞在交流型観光の促進や「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の世界遺産登録を見据
えた黒島における観光客受入態勢の整備を行うもの。

観光物産振興局

17 1. 安定した雇用をつくる 観光イベント支援事業
YOSAKOIさせぼ祭り、させぼシーサイドフェスティバル、佐世保JAZZ、江迎千灯籠祭りに
対する補助を行うもの。

観光物産振興局

18 1. 安定した雇用をつくる ふるさと納税制度推進事業 ふるさと納税制度を活用し、本市特産品等の知名度向上と販路を開拓するもの。 観光物産振興局

19 1. 安定した雇用をつくる ふるさと特産品振興事業
「させぼ戦略産品」に指定している「九十九島かき」、「九十九島いりこ」、「九十九島とらふ
ぐ」を使った商品開発を行い、特産品の認知度と売上向上を図るもの。

観光物産振興局

20 1. 安定した雇用をつくる アンテナショップ推進事業 商談会や物産展への参加を図り、新たな販路拡大及び販売促進を行うもの。 観光物産振興局

21 1. 安定した雇用をつくる させぼブランド構築事業
市民及び首都圏の消費者に対し、「させぼ産品」の認知度向上のための情報発信及び販
売促進を行うもの。

観光物産振興局

22 1. 安定した雇用をつくる 魅力ある商店街創出支援事業
商店街組合等が実施する商店街活性化のための独自の事業（ハード・ソフト）に対して支
援を行うもの。

農水商工部産業振興課

23 1. 安定した雇用をつくる 中心市街地にぎわい推進事業
商店街組合等が実施する中心市街地活性化のための独自の事業（ソフト）に対して支援
を行うもの。

農水商工部産業振興課

24 1. 安定した雇用をつくる 国際戦略調査研究事業費
中国、韓国、香港、台湾に加え、近年経済成長が続く東南アジア地域をターゲットに観光
やビジネス面での交流が促進されるよう、「国際戦略活動指針」に基づき戦略事業を推進
するもの。

企画部国際政策課

25 1. 安定した雇用をつくる 国際人材育成・活用事業費
市民の国際感覚の醸成や、外国人観光客受入態勢整備の一環としての人材育成・活用
を図るもの。

企画部国際政策課
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施策例
No

貢献する基本目標 施策名・事業名 目的・内容 所管部署

26 1. 安定した雇用をつくる 女性活躍推進啓発事業
広く市民や事業主等を対象に、女性活躍や男女共同参画の意識啓発を促すとともに、事
業主による「女性活躍応援宣言」登録制度の創設を行い、職場環境の改善を図り、女性
が活躍できる職場環境を整えるもの。（地方創生先行型交付金を活用）

市民生活部人権男女共同参画課

27 2. 地方への流れをつくる
佐世保市がんばらんば応援隊事
業

離島、過疎地域への人の流れをつくるため、移住を希望する人を呼び込む事業として、各
地域の代表イベントにスタッフ（応援隊）として参加してもらい、住民との交流、絆が生まれ
ることで移住を促進するもの。（地方創生先行型交付金を活用）

企画部地域政策課

28 2. 地方への流れをつくる 離島地域移住促進事業
離島地域の人口減少、高齢化等急速な進行の中、移住を希望する人に対し、島民と交流
しながら、一定期間の滞在が可能な「お試し住宅」を提供するもの。（地方創生先行型交
付金を活用）

企画部地域政策課

29 2. 地方への流れをつくる
労働雇用対策事業
（ＵＪＩターン相談窓口業務）

都市部（東京・福岡）に相談窓口を設置し、ＵＪＩターン希望者に対する就業相談・支援を行
うもの。

農水商工部産業振興課

30 3. 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

認可外保育施設ほのぼの育成事
業

認可外保育施設の入所児童の健康促進、安全の確保等の保育環境の向上を図るため
に、経費の一部を助成を行うもの。

子ども未来部

31 3. 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

福祉医療支給事業
乳幼児など子育て中の世帯等の経済的負担軽減を図るために、医療費の助成を行うも
の。

子ども未来部

32 3. 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

私立保育所等運営事業など 子ども・子育て支援新制度における施設型給付に係る事業費など。 子ども未来部

33 3. 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

私立保育所等運営事業など 子ども・子育て支援新制度における地域型保育給付に係る事業費など。 子ども未来部

34 3. 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

地域子育て支援拠点事業など
子ども・子育て支援新制度における地域子ども・子育て支援事業費のうち、地域子育て支
援拠点事業に係る事業費など。

子ども未来部

35 3. 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

一時預かり事業【一般型・幼稚園
型】

子ども・子育て支援新制度における地域子ども・子育て支援事業費のうち、一時預かり事
業に係る事業費など。

子ども未来部

36 3. 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

延長保育事業
子ども・子育て支援新制度における地域子ども・子育て支援事業費のうち、延長保育事業
に係る事業費など。

子ども未来部

37 3. 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

病児保育事業
子ども・子育て支援新制度における地域子ども・子育て支援事業費のうち、病児保育事業
に係る事業費など。

子ども未来部

38 3. 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

放課後児童健全育成事業
子ども・子育て支援新制度における地域子ども・子育て支援事業費のうち、放課後児童健
全育成事業に係る事業費など。

子ども未来部

39 3. 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

乳児家庭全戸訪問事業
子ども・子育て支援新制度における地域子ども・子育て支援事業費のうち、乳児家庭全戸
訪問事業に係る事業費など。

子ども未来部
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40 3. 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

育児等健康支援事業
子ども・子育て支援新制度における地域子ども・子育て支援事業費のうち、養育支援訪問
事業に係る事業費など。

子ども未来部

41 3. 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

ファミリーサポートセンター運営事
業

子ども・子育て支援新制度における地域子ども・子育て支援事業費のうち、ファミリーサ
ポートセンター事業に係る事業費など。

子ども未来部

42 3. 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

子ども子育て応援事業
子ども・子育て支援新制度における地域子ども・子育て支援事業費のうち、子どもを守る
地域ネットワーク機能強化事業に係る事業費など。

子ども未来部

43 3. 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

子育て短期支援事業
子ども・子育て支援新制度における地域子ども・子育て支援事業費のうち、子育て短期支
援事業に係る事業費など。

子ども未来部

44 3. 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

医師確保事業
佐世保地域の安定的・継続的な医師確保を図り、市民が安心して生活できる環境づくりを
行うもの。（地方創生先行型交付金を活用）

保健福祉部医療政策課

45 3. 若い世代の結婚・出産・子育ての
希望をかなえる

婚活サポート推進事業
未婚者の縁結びとなる仲人（キューピッド役）を募集養成し、結婚を希望する独身男女を
対象として、結婚相談・お見合い支援を行うもの。（地方創生先行型交付金を活用）

市民生活部市民生活課

46 4. 時代に合った地域づくり・安心なく
らし・地域と地域の連携

救急医療推進事業
救急患者が適切な医療を受けられるよう、初期から三次までの切れ目のない救急医療体
制を構築するもの。

保健福祉部医療政策課

47 4. 時代に合った地域づくり・安心なく
らし・地域と地域の連携

医療・介護連携事業
多職種協働による在宅医療・介護連携体制を構築し、地域における包括的な在宅医療・
介護サービスの提供を目指すもの。

保健福祉部医療政策課

48 4. 時代に合った地域づくり・安心なく
らし・地域と地域の連携

老人クラブ活動支援事業
老人クラブに対する補助金の支出、市老連が実施する各種スポーツ行事や高齢者等へ
のボランティアサービス等の活動に対して助成を行うもの。

保健福祉部健康づくり課

49 4. 時代に合った地域づくり・安心なく
らし・地域と地域の連携

全国健康福祉祭推進事業
高齢者を中心とする健康の保持・増進、社会参加、生きがいの高揚等を図るため、第２９
回全国健康福祉祭ながさき大会における本市実行委員会を設立し、スポーツ交流大会３
種目を開催するもの。

保健福祉部健康づくり課

50 4. 時代に合った地域づくり・安心なく
らし・地域と地域の連携

地域おこし協力隊事業
総務省の制度に基づき、宇久島に2名、黒島に2名を新たに「地域おこし協力隊」を配置す
るもの。具体的には農水産、観光、ＵＩターン促進、ＮＰＯ支援等の事業に従事するもの。

企画部地域政策課

51 4. 時代に合った地域づくり・安心なく
らし・地域と地域の連携

自主防災組織育成事業
町内会等に対して、防災意識と住民互助の精神の高揚を図ることを目的に自主防災組織
の結成促進を行う。また、既存の自主防災組織に対し、防災研修会等を通じて自主防災
組織の重要性についての意識高揚を図るもの。

防災危機管理局

52 4. 時代に合った地域づくり・安心なく
らし・地域と地域の連携

町内会活動活性化推進事業費

地域コミュニティの活性化を目的とした「佐世保市地域コミュニティ推進計画」に基づき、事
業を展開する。地区公民館を拠点とした新たな市民団体としての「地区自治協議会の設
立」、最も基礎的な地域コミュニティ組織である「町内会の活性化」を柱とした取り組みを行
うもの。

市民生活部市民生活課
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