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「ふくおかクリエイト株式会社」の立地が決定しました

9 月 3日（金）～ 17日（金）に開かれた 9月定例市議会
で可決等された 33議案の中から主な議案の概要をお知
らせします。
主な条例・一般議案
・町の区域及び名称変更の件
白岳町、大塔町、大岳台町、卸本町及び日宇町の一部
区域を新たな町として設立し、その名称を「ひうみ町」
とするもの（令和 3年 12月 1日適用）

問建築指導課　☎ 24-1111
補正予算
新型コロナウイルス感染症対策として実施するものや、
国の補助決定などを受けて実施するものなど、40件の
補正を行いました。
補正予算の主な内容（一般会計）
①新型コロナウイルス感染症対策によるもの

　住居確保給付金支給事業費など7件　18億1485万円
②国の補助決定などに伴うもの
公的介護施設整備補助事業費など2件　1億4451万円
③災害関連
　市民霊園墓地管理事業費など 5件　3億 4140万円
④その他
　庁舎管理経費など 26件　7億 7429万円

補正予算の内訳

問財政課　☎ 24-1111

令和 3年 9月定例市議会で可決等された主な議案

会計 補正額 補正後の予算額

一般 30億 7505万円 1233億 6977万円

　9月 21日（火 )、本市は「ふくおかクリエイト株式会
社」と長崎県との間で、立地協定を締結しました。同社は、
主に船舶の設計を行う会社として設立され、本市への事
業所の立地を決定されました。今回の立地は厳しい状況
にある本市造船業界において、船舶の設計人材の受け皿
として期待されます。
　親会社である福岡造船株式会社は、船舶の製造を主力
事業として展開しています。特に各種化学薬品を搬送す
るケミカルタンカーの製造については、高度な造船技術
が必要であり世界的にも高く評価されています。
　立地協定の締結に際し、同社の田中代表取締役社長は、

「新卒者についても積極的に採用し、船舶の設計人材の
育成に力を入れ、佐世保の地で末永く事業を継続したい」
と述べました。朝長市長も「本市は旧海軍工

こうしよう
廠をルーツ

として造船業が地域経済を支え、これまでも優秀な技術
者を輩出してきたまち。その受け皿として同社が加わる
ことを大いに期待し、本市としても操業支援や採用支援
などを積極的に実施する」と期待の言葉を述べました。
　同社は、5人体制で事業を開始しており、中途採用者
に加え、工業高等専門学校や工業高校などからの新卒者の
採用によって、5年間で31人の雇用を計画されています。
ふくおかクリエイト株式会社　佐世保事務所
事業内容　船舶の設計
立地場所　立神町 23-29
雇用計画　31人（5年間）
福岡造船株式会社
本 社　福岡県福岡市中央区港 3-3-14
売 上 高　275億 3000万円（令和 2年 3月期）
従業員数　153人（単体・令和 2年 3月期）

問企業立地推進局　☎ 24-1111
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地元企業や住民の皆さんと共につくる「九州・長崎 IR」

安全安心で幅広い世代の人々に魅力のある IR
　私たち「CASINOS AUSTRIA INTERNATIONAL」グル
ープはオーストリア共和国にある国有企業で、ヨーロッパ
パなどを中心に世界各国で IR 関連事業を展開しています。
世界 35カ国での IR 開設に携わってきた世界屈指のノウ
ハウと、国有企業独自の厳しい審査を受けた誠実な運営、
世界最高峰の文化・芸術団体とのつながりなどの強みを生
かし、これから九州・長崎 IR の実現に取り組んでいきます。
　これらの強みを生かしつつ、九州や長崎の歴史・文化を
継承した伝統的で高級感のある IR 施設を九州や長崎の企
業の皆さんと共に構築し、IR の経済効果を九州全体に波
及させることを目的としています。
　そのためにも、CAIJ では「安全安心」を最優先に掲げ、
幅広い世代の人々にとって魅力のある IR となることを目
指しています。

「地元調達 100％」と「人材育成」で地域に貢献
　IR には、周辺地域の皆さんや企業の協力が不可欠です。
皆さんから信頼される組織であるために、CAIJ では不正
などの有害な影響の排除とコンプライアンス（法令順守）

の徹底に最も重点を置いた事業運営を行っていきます。
　また、地方創生や地域経済への貢献という点において、
IR の運営に必要な物資は「地元調達 100％」を目指し、さ
らには県内の教育機関と連携し、IR の運営を支える人材
育成にも力を入れていきます。
　長崎の魅力を世界に発信する IR は、地方創生につなが
ります。IR 区域認定に向け、長崎県や九州の企業、住民
の皆さんと一体となって国の認定を勝ち取れるよう努め
ていきますので、ご理解とご協力をお願いします。

問 IR 推進室　☎ 24-1111

　8 月 30 日（月）に九州・長崎 IR の設置運営事業予定者に決定した「C
カジノ

ASINOS
A
オーストリア

USTRIA I
インターナショナル

NTERNATIONAL J
ジャパン
APAN」（以下「CAIJ」という）。今回はCAIJ の林

明男代表取締役に IR構想や地域貢献などについて話を伺いましたので紹介します。

事業予定者が提案した九州・長崎 IR のイメージ（県HPから引用）
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「株式会社 Flight PILOT」が
鹿町町工場適地に進出決定

　9月 16日（木）、江迎町長坂に本社を置く「株式会社
F
フライト
light P

パイロット
ILOT」が鹿町町工場適地（鹿町町深江潟）に進出

しました。これに伴い、平成 22年度から分譲を開始し
た鹿町町工場適地は完売しました。

株式会社 Flight PILOT
事業内容　ドローンの製造、ドローンスクールの運営、

ドローンを活用したスマート農業等の研究
立地場所　鹿町町深江潟 142-4
雇用計画　令和 5年末までに 15人の新規採用を予定

問企業立地推進局　☎ 24-1111

市職員採用試験の実施
試 験 日　12月 12日（日）　試験会場　佐世保市役所
受付期間　11月 1日（月）～ 26日（金）
試験職種　①土木（大学）②土木（UJI）③保健師（UJI）④

看護師（UJI）⑤作業療法士
採用人数　①②③④若干名⑤ 1人
受験資格
①平成 3年 4月 2日以降に生まれ、大学の専門課程
を卒業した人か、来年3月までに卒業見込みの人など
②③④昭和 41年 4月 2日以降に生まれ、以下の要件
などに該当する人
②一級土木施工管理技士、または技術士の資格を有
する人
③保健師資格を有する人
④看護師資格を有する人
⑤昭和 57年 4月 2日以降に生まれ、作業療法士の免
許を有する人で、作業療法士としての勤務経験が 2
年以上ある人

試験案内　市ホームページからダウンロード
できます

問職員課　☎ 24-1111

　産業支援センターは、市内でビジネスを行っている
人や創業を目指す人などを支援するための施設です。
同センターでは常駐の産業コーディネータによる窓口
相談や企業訪問、創業者への事務所の提供などの支援
を行っています。令和 3年度からは市内企業のデジタ
ル化やDX支援、スタートアップ、ベンチャー支援の
ため、事業構想段階から連携して支援する専門員とし
てビジネスアソシエイトを配置し、同センターやオン
ラインでの相談を受け付けていますので、気軽にお問
い合わせください。
受付時間　9時～ 17 時（水曜は 20 時まで）　※土曜、

第 1・3・5日曜、祝日、年末年始は除く。
場 所　佐世保市産業支援センター（松浦町 5-1）

問商工労働課　☎ 24-1111

　長崎県事業承継・引継ぎ支援センターは国が設置し
ている事業承継・事業引継ぎの相談所で、あらゆる事
業承継についてワンストップで相談できる公的な支援
機関です。中小企業や小規模事業者が抱えるさまざま
な課題の解決に向けて、専門スタッフがアドバイスな
どを行いますので、安心してご利用ください。
主な業務　事業承継支援（親族・従業員・第三者）に関

する相談、事業承継診断、事業承継計画作成
支援、M&Aマッチング支援など

受付時間　平日 9時～ 17時　※年末年始、祝日除く。
場 所　長崎市桜町 4-1 長崎商工会館 1階
※相談は無料。事前の予約が必要です。

　　　　　　　問長崎県事業承継・引継ぎ支援センター
　　　　　　　　☎ 095-895-7080

同センターに関する詳細は
右の画像からどうぞ

市内でビジネスや創業でチャレンジする
事業者の皆さまを応援します

事業承継に悩む中小企業・
小規模事業者を支援します

同センターホームページは
右の画像からどうぞ

　本市では、狂犬病予防法や動物愛護法の関連業務を行
う施設として、大潟町に佐世保市動物愛護センターを整
備し、10月 18日（月）から供用を開始しました。
　新たに整備した施設の機能を生かした犬や猫の譲渡会
や、当センターの供用開始に合わせてリニューアルした
ホームページなどを活用して、さらなる譲渡の推進を図
ります。また、イベントなどを充実させ、動物愛護に関
する市民の皆さんの理解が深まるよう取り組みを進めて
いきますので、ご理解とご協力をお願いします。

動物愛護センターの新たな機能
•動物の検査や治療などを実施する診療室
•月齢に応じた飼育管理ができる猫飼育室
•譲渡希望者と犬猫が直接触れ合える見合い室
•動物愛護の啓発講習や会議などを実施する講習室など

問動物愛護センター　☎ 42-3300
　　　　　　　　　  問生活衛生課　☎ 24-1111

10 月 18日（月）から「佐世保市動物愛護センター」を供用開始しました

同センターホームページは
右の画像からどうぞ
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　グリーンベルトとは、歩道が整備されていない道路の
路側帯を緑色に着色し、児童の通学路であることを明確
にするために行っている安全対策の 1つです。ドライ
バーが車道と路側帯を視覚的に、より明確に区分できる
ようにして、交通事故を防ぐことを目的として設置して
います。

ドライバーの皆さんへ
　グリーンベルトは、小学校の通学路に設置しています。
登下校の時間帯は特にスピードを落とし、歩行者に注意
して通行しましょう。
児童（保護者）の皆さんへ
　グリーンベルトは児童の安全を守るために設置してい
ます（歩行者専用の通行帯ではありません）。グリーンベ
ルトが設置されている道路では、車両に注意してグリー
ンベルトの上を通行しましょう。

問学校保健課、道路維持課　☎ 24-1111

通学路の安全を確保するためにグリーンベルトを設置しています

（上）黒髪小学校校区のグリーンベルト（下校の様子）
（下）小佐々小学校区のグリーンベルト
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