
1 

第５回 観光おもてなし研究会 

議  事  録 
 

日時 平成 26年 5月 12日(月)10:00～12:00 

場所 日比谷 松本楼 

 

１．開会・挨拶 

公益社団法人日本観光振興協会常務理事 長嶋 秀孝 

・本研究会は、これまで各地域や産業界の方々から話を伺ってきたが、今回は本筋に

入るテーマを設定し、「地域における観光協会のあり方」について話を伺うことと

している。 

  ・本日は第５回目の研究会ということで、議論の収れん化を図っていきたいと思うの

で、ご協力お願いいたします。 

 

２．ゲスト紹介 

   高知県観光振興部 部長 久保博道 様 

(公財)佐世保観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 観光地域づくり推進室 室長代理 塩見浩子 様 

   (公財)佐世保観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 観光地域づくり推進室 久田菜津子 様 

 

３．議事 

(１)地域における観光協会のあり方について 

高知県 久保様 

 ・高知県庁には観光振興局の中に「おもてなし課」がある。昨年、「県庁おもてなし課」

という映画が公開され、全国で 60万人の方に見ていただいた。高知県のＰＲ映画では

ないかとも言われた。 

 ・高知県がなぜ観光振興に力を入れはじめたのか。また、大河ドラマ「龍馬伝」が放映

され、その後、「龍馬伝」に合わせて博覧会を開催した。博覧会終了後の戦略や平成

26年度からの戦略について紹介させていただく。 

 ・高知県の人口は、全国に 15 年先行して平成２年から自然減となっている。65 歳以上

の高齢者人口の割合も全国に先駆けて増大しており、全国に 10年先行して平成 17年

には既に４人に１人が 65歳以上の高齢者となっている。有効求人倍率を見ても、高知

県の景気が全国に追いついていない。 

 ・そのため、現状のままでは、県内の産業や商業が先細りとなり、地産地消だけではや

っていけないため、「地産外商」として５～６年前から取り組んできたが、地産外商

の最たるものが観光と位置付け、５年ほど前から産業として観光を捉えはじめた。 

 ・他県では産業振興計画とはいわずに総合計画や開発計画として策定した計画があるが、

高知県では産業振興計画として、農業、林業、水産業、商工業、観光と五分野に切り
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分け、また地域アクションプランとして７地域に切り分けている。この産業振興計画

を一言で言うと「外商」で、外からお客様に来ていただこう、外に打って出ようとい

うことだ。 

 ・福山雅治が出演された大河ドラマ「龍馬伝」が大きなターニングポイントになった。

「龍馬伝」に合わせて、「土佐・龍馬であい博」「志国高知 龍馬ふるさと博」とい

う博覧会を２年続けて開催した。平成 18年にも、山内一豊と妻・千代を取り上げた大

河ドラマ「功名が辻」が放映された。 

 ・高知県では「龍馬伝」に合わせて「土佐・龍馬であい博」という博覧会を開催したが、

「功名が辻」のときの反省点も生かしながら、観光客による経済への波及効果が高知

県内全域に行き渡るように、高知市にメーン会場を、東部の安芸市の岩崎弥太郎の生

家近く、龍馬が脱藩した西部の檮原町、ジョン万次郎が生まれた南部の土佐清水市に

サテライト会場を置き、県内を周遊していただくような取り組みを行った。 

 ・その結果、それまで 300万人台前半で推移していた県外からの入込客数が、「土佐・

龍馬であい博」を開催した年は 435万 9000人と、前年と比べ 120万人ほど増えた。こ

れは「龍馬伝」による波及効果で、博覧会によるものではないが、経済波及効果は 535

億円となった。 

 ・大河ドラマ翌年の入込客数は、大河ドラマのあった年よりも下がるが、減少幅を極力

抑えるための取り組みを行ってきた。その一つとして高知駅前の大きな三志士像があ

り、フォトスポットになっている。 

 ・「土佐・龍馬であい博」の閉幕からわずか 48日後に、第 2弾の「志国高知 龍馬ふる

さと博」を開催した。ふるさと博なので、人、花、食、遊びのテーマで高知県の魅力

を発信した。 

 ・「土佐・龍馬であい博」では県下を周遊できるように、３カ所のサテライトと１カ所

のメーン会場を設置したが、「志国高知 龍馬ふるさと博」では県下一円に経済波及

効果が行き渡るよう県内 15地域にいろいろな会場を設置したことで、観光従事者は当

然、一般の県民の中にも、自分たちは観光で飯を食っていくという機運が生まれた。

こうしたことにより、５年ほど前から今日に至るまでに、自分たちは観光の当事者な

のだ、おもてなしをするのだという機運が県民の中に生まれてきた。 

 ・「土佐・龍馬であい博」の 435万人から「志国高知 龍馬ふるさと博」の年は、「土

佐・龍馬であい博」前年の 315 万人より下がると言われていていたが、実際には 388

万人で高止まりした。 

 ・博覧会を２年続けて開催したが、博覧会を３年、４年と連続して開催するわけにもい

かないので、第２期の産業振興計画を策定した。また、2012年４月からは大橋巨泉さ

んが名付けた「リョーマの休日」をタイトルとしキャンペーンをスタートさせた。 

・「リョーマの休日」では、取組方針１として「核となる観光拠点の形成」や、取組方

針２としての「観光資源の発掘・磨き上げ」を行うこととしている。取組方針５の「人

材の育成」では、各市町村観光協会職員のスキルアップや広域観光協議会の人材育成

を県として取り組んでいる。当然、いつまでも県でイニシアチブを取るわけにはいか

ないが、最終的に各市町村の観光協会や広域観光協議会が自立していくまでは、県と
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して研修を行っていこうということだ。 

・取組方針３の「広域観光の推進」は、高知県では各市町村の観光協会というよりも、

広域の取り組みを大事にしている。観光客が来れば、一つの市町村だけではなくいろ

いろな地域を回るからだ。例えば、地域博覧会の開催支援ということで、昨年は四万

十川界隈の６市町村の観光協会が集まった広域協議会が「はた博」を開催し、入込客

数が対前年比 120％になった。 

 ・取組方針４は「効果的な広報・セールス活動も含めたプロモーション活動の推進」だ。

「龍馬パスポート」は青から始まって、赤、黒、現在はブロンズ、シルバー、ゴール

ドに変えたが、全国で 7万人以上の方に取得していただいている。また、高知県は観

光協会をコンベンション協会というが、協会内のフィルムコミッションがロケ誘致を

行っており、映画「県庁おもてなし課」やフジテレビのドラマ「遅咲きのヒマワリ」

に対応した。さらに「ターゲットを明確にした広報・セールス活動の展開」として、

首都圏マスメディアに対する情報発信を強化している。 

・観光の取り組みを初めて５年間で、各県下、県内の観光地、観光施設の掘り起こしや

磨き上げは大体できてきたのではないかと思っている。今では、たくさんの方に来て

いだだいても大丈夫だということで、マスコミ対策に力を入れており、週１～２回は

紀行、食、お笑いなどの番組で、高知県を取り上げていただいている。 

 ・取組方針６は「おもてなしの向上」として、平成 19年にできたおもてなし課が、おも

てなしトイレの認定や、おもてなしタクシーの利用促進などを行っている。最近では

インバウンドを意識して、Wi-Fiの整備にも取り組んでいくこととしている。 

 ・取組方針７は「スポーツツーリズムの推進」である。高知県は冬場でも温暖な気候で、

２年ほど前から本格的にスポーツツーリズムに取り組みはじめ、プロ野球の春季・秋

季キャンプの誘致に加え、アマチュアの合宿や大会などの誘致にも取り組み、自然を

生かしてサーフィンやトライアスロンの大会が開催されるようになってきている。 

 ・取組方針８は「国際観光の推進」である。高知県は、国際線の定期航路がないため、

チャーター便や、高松空港や松山空港に就航している中華航空やアシアナ航空、春秋

航空などを活用している。外国人は、一つの県にとどまることはないので、広域で外

国人客の誘致に取り組んでいる。 

 ・「龍馬パスポート」の利用者属性は県内 22％、県外 78％となっている。「龍馬パスポ

ート」はリピーターになっていただくことが一番の目的のため、県外の方の利用が

78％ということは大変ありがたい。青、赤、黒それぞれのパスポートとも、大阪や東

京、神奈川の方にも沢山取得していただいている。 

 ・高知県への入込客数を見ると、平成 23年の 388万人が平成 24年は 384万人となり、

平成 25年には３年ぶりに 400万人を超えた。平成 22年の「龍馬伝」以前の 300万人

台前半からワンランクアップし、100万人ほど増えたと感じている。 

 ・平成 26 年度からは、食で売り出していくこととしている。昨年の 12 月 25 日～１月

20日まで県民が観光客に紹介したい食の県民総選挙を行い、県下 7エリアで 54個店

を選び、各エリアのナンバーワンを選んだ。 

 ・高知県は、地産外商のために観光に取り組んでいる。お客様に来ていただくだけでな



4 

く、来ていただいた方に高知県の食に良いイメージを持っていただき、居住地のスー

パーやデパートでも高知県の食を買っていただいたり、最近は移住にも取り組んでい

る。 

 ・観光協会との連携については、一言で言うと観光振興部と観光コンベンション協会は

一体で一緒になって観光振興に取り組んでいる。そのため、平成 22年に県庁外にあっ

た観光コンベンション協会を観光振興部の横に移転している。基本的な考え方として

は、県が企画立案し、実践部隊がコンベンション協会という位置付けにしている。 

・人員体制としては、平成 24年度は 28名体制で、県からの出向者も６名いる。コンベ

ンション協会トップの専務や、総括系の本部長、誘致推進本部長は全て県職員である。

毎週金曜日には、１～２週間先の取り組みについて会議を行っている。 

・観光振興部の職員は 30 名、アルバイトが５～６名いるので、コンベンション協会と

観光振興部を合わせて全体で 65～66 名が一体となって高知県の観光振興に取り組ん

でいる。 

 ・コンベンション協会との連携では、企画は県、実践がコンベンションという話をした

が、杓子定規でもない。縦割ではあるが、一緒に積み上げてきたこともある。コンベ

ンション協会の職員においても、モチベーションは４～５年前と比べて全く違ってき

ている。給料も昨年から県職員に準じる程までに上がり、やる気が出ている。 

 ・スポーツツーリズムはこの２～３年で力を入れてきている。主婦の友社の編集長をし

ていた「坂本龍馬」という方が高知県に帰ってきてコンベンション協会に再就職した。

６月 15日には、桂浜の龍馬の銅像の下で、サッカーワールドカップ第１戦コートジボ

ワール戦のパブリックビューイングを５千人規模で行う。これを企画したのが坂本龍

馬である。そのように企画においても、コンベンション協会と観光振興部は一緒にな

って行っている。 

 

矢ケ崎委員長 

・どのようにしてコンベンション協会職員の給料を上げることができたのか。その原資

は何であるのか。 

高知県 久保様 

・観光コンベンション協会の理事長は３年ほど前か県の副知事が担っている。この副知

事が「コンベンション協会と観光振興部は一体なのに給料に格差があるのはむごい。

給料もモチベーションだという意味でも、給料を上げなければならない」ということ

で上がった。やはり、県外からの入込客数が増加するなど、結果を出してきたのが一

番で、副知事の英断だったと思う。 

 矢口委員 

・高知県の印象だが、観光に対しての取り組み方などが上手だと思った。継続して博覧

会等、いつも何か行っている。そうして、毎回、反省して修正点を踏まえて新しい取

り組みを行っている。 

・実際に「龍馬パスポート」をモデルにして、「うちもパスポートを作りました」「お

もてなし課を県につくりました」など、具体的な手本となっていると思う。 
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 ・「うちは、素材はいいがＰＲ下手だ」という言葉をよく聞く。高知県の場合、おもて

なしに関して地元の方の研修や意識改革などもきちんとできていると思うが、キャッ

チフレーズが上手だったり、ポスターに知事が出ていたりＰＲの仕方も上手だと思っ

ているが、ＰＲに関して外部パートナーとの付き合い方を教えていただきたい。同じ

広告代理店やイベント会社と継続して積み上げてきているのか、それとも新しいとこ

ろと組んで新しいアイデアを出しているのか。 

高知県 久保様 

・博覧会を何回か開催して、キャンペーンは今年で３年目である。来年、２～３年先を

にらんで、取り組んでいく中身については、県はもちろん、県内の宿泊施設や観光施

設、外部の方、関西や関東のいろいろな職種の方、じゃらんリサーチセンターの方、

大手旅行会社の方、マスコミの方などにも入っていただき、今のトレンド、少し先の

トレンドはどのようなことか、高知県の持っている素材をどのように生かしていった

らいいかという議論を行っている。キャッチコピーなどについても、基本的にはその

議論の中で考えている。 

 ・プロモーションについては、２～３年前までは怖くてマスコミなどに出せていなかっ

た。地元が十分おもてなしできないときに来ていただいても、本当に１回だけでこり

ごりだと思われてしまう。が、観光に取り組みはじめ４～５年が経ち、磨き上げもあ

る程度はできてきたので、今なら来ていただいても満足していただけるのではないか

ということで、マスコミに積極的に打ち出している。 

 矢口委員 

・どの県も観光審議会を持っていると思うが、意見だけ言って終わってしまっている。

高知県で行っている会議は観光審議会とはまた違うものなのか。 

高知県 久保様 

・観光審議会というと堅いイメージがあり、審議会というような名前は付けていないが

そうした会議の中で決めている。地元の観光施設や宿泊施設の方など民間の方が入っ

ているので、実を取りにいかなければならないということもあり、絶妙なバランスと

なっている。 

 ・地元の方と行政はギブ・アンド・テイクというか、Win-Win の方がいいと思うが、首

都圏や関西圏、中京圏へ博覧会のプロモーションに行くときは、宿泊施設や観光施設

など民間の方と一緒に行政もマスコミや大手旅行会社に行くが、行政も一緒に来てい

るということに驚かれる。信頼していただくという面があり、それが行政の役目であ

るかもしれない。 

 久保田委員 

・県民総選挙の話だが、個人の感覚で「ここがいいですよ」という話に、観光客は心を

動かされるものだと思っている。店側からのクレームはあまり出ないということだが、

公的機関が具体的な個店を選ぶ、推薦するということはハードルが高いと思う。どの

ように、議会や関係者を説得したのか。 

高知県 久保様 

・観光客のデータを見ると、地元のお薦めのお店に行ってみたい、食してみたいという
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意見が多い。それを考えたときに、われわれ地元の者が選んだお店をお薦めするとい

うことが、一番のおもてなしではないか。おもてなし課という課がある以上は、観光

客に一番喜んでいただける取り組みをしなければならないのではないかということ

だ。 

 ・その際、「決して一番おいしいお店を選んでくださいというだけではない。おいしい

でもいいし、おもてなしがいい、大将の話が面白い、店の雰囲気がいいなど、県外か

らの観光客にいろいろな面でお薦めしたいお店を選んでください。」ということを県

民に話している。 

 ・同時に、選ばれなかった店には、「この冬に第２回のリターンマッチをやることにし

ているので、選ばれなかったお店も頑張ってください。」と言っている。確かに総選

挙を行った直後には多少クレームもあったが、選ばれたお店以外にも、隠れ家的なも

のがあるので、それを観光客に「ぜひ探してください」というような言い方をしたら、

苦情はほとんどなくなった。 

 

佐世保観光コンベンション協会 塩見様 

・本日は、組織、事業内容・自主財源、観光協会の雇用における問題点、行政との関わ

り、観光協会の運営に関する問題点・課題、その解決策、今後の展望についてお話を

させていただく。 

 ・佐世保市にはハウステンボスと西海国立公園の九十九島パールシーリゾートの２大観

光施設がある。特にハウステンボスは、長崎市にあるというイメージが強いが、実は

佐世保市にある。現在、HIS の傘下に入り、いろいろなアトラクション施設が整備さ

れ、お客様も順調に伸びている。 

 ・佐世保は日本本土の最西端に位置する。東京からは遠いが、アジアには近く、海に面

していることから、昔から海を介した交流が盛んな地域である。今年４月から、佐世

保港に大型の外国船籍のクルーズ船の入港が始まり、賑わいを見せている。 

 ・佐世保市は人口 25万 4000人の町で、主な産業は造船業と観光業である。また、佐世

保には米海軍佐世保基地、海上自衛隊、陸上自衛隊がある基地の町でもある。最近は

佐世保バーガーが有名になっているが、海軍の歴史、米海軍の基地の町ということで、

アメリカ文化が町中に根づいている。 

 ・平成 25年の佐世保市の観光客数は 500万人を突破した。昨年が 490万人ほどだったの

で、対前年比 108％となる。宿泊観光客数は対前年比 126％で、まさにハウステンボス

効果である。特に、イルミネーションという宿泊につながるイベントが行われている

ので、市内に宿泊するお客様が確実に増えている。平成 25 年の外国人宿泊客数は 12

万 7000人。特に多いのは、台湾からのお客様で約 7万 3000人。体験型のプログラム

もあり、年間約 16万人がガイド付きのツアーなど、体験プログラムに参加している。 

 ・佐世保市のガイドブック「SASEBO時旅」を紹介させていただく。これは佐世保観光コ

ンベンション協会で造成し、販売している着地型観光商品である。平成 23年から販売

を開始しており、ガイドブックを年２回発行している。佐世保の地域素材を活用した

オリジナル商品で、地域の方々と手作りしている。実際の受け入れも、毎日催行は厳
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しいため、期日指定の商品として造成している。 

・一番人気があるツアーは、「海軍さんの港町バスツアー」である。これは普段入れな

い米海軍佐世保基地、海上自衛隊護衛艦の見学などをセットにしたツアーである。こ

れらは観光施設ではないが、米海軍や海上自衛隊の特別な協力を得て商品化している。

半年先まで予約がいっぱいで、遠くは東京から参加していただいている。 

 ・地域に協会の職員が入り、一体となって地域づくりを行っていくという取り組みがベ

ースとなり、平成 25年４月に「『海風の国』佐世保・小値賀観光圏」の認定を受け、

観光圏という括りの中で、コンベンション協会が推進母体となって事業に取り組んで

いる。 

・佐世保観光コンベンション協会の発足は、平成 15 年４月である。それまでの佐世保

観光協会と財団法人佐世保観光開発公社の二つの組織が合併し、今年で 12 年目を迎

える。平成 25年４月に公益財団法人へ移行し、同時に観光圏の認定を受けている。 

 ・観光コンベンション協会の自主財源となっている収益事業は、不動産賃貸事業及び駐

車場運営事業と旅行業法に基づく旅行業である。 

 ・コンベンション協会の意思決定機関は理事会、評議委員会で、観光圏の認定を受けた

ことから、コンベンション協会自体が観光圏を推進する観光地域づくりプラットフォ

ームという機能を担っている。 

 ・事務局体制については、事務局長をヘッドに事業部と総務部の二部門から成り立って

いる。事業部にはＰＲを行う宣伝課、国内、海外の誘致を行う事業課、観光圏の事業

を推進する観光地域づくり推進室がある。その下にワンストップ窓口ということで、

観光情報センターと旅行のデスクが設置されている。 

 ・職員数は 21名。雇用形態はプロパー（正社員）が３名、契約社員が 14名、市からの

派遣が２名、企業（ハウステンボスと九十九島パールシーリゾート）派遣が２名とな

っている。 

 ・観光協会は補助金への依存度が高いという問題点がるが、佐世保観光コンベンション

協会も、補助事業、行政からの委託事業、自主事業（自主財源）という三つの括りで

事業を行っている。 

 ・佐世保観光コンベンション協会の平成 24年度の収入は、収入全体に占める補助金の割

合が約 53％、委託料が 13.9％、事業収入が 30％となっているが、収支状況はかなり

厳しい状況である。 

 ・収益事業等による自主財源の確保については五つの項目を挙げているが、特に平成 22

年度あたりから旅行業に力を入れてきた。また、企画チケットの販売を開始している。 

 ・旅行業導入の発端は、佐世保市が平成 16年に環境省が進めるエコツーリズムのモデル

地区の指定を受けたことから、九十九島やハウステンボスで環境に配慮した観光に取

り組んでいこうということで、ガイド付きツアーの造成などに着手した。また、その

中核となる機能を担うということで、平成 19年にコンベンション協会が着地型の観光

に着手し、受け入れやガイドの人材育成、プログラム造成、参加者の受け入れの調整

などを行うランドオペレーター機能を担うことになった。 

 ・佐世保市は平成 21年に、平戸・西海・佐世保の３市で、２泊３日以上の滞在を促進し
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ようということで、最初の観光圏の認定を受けている。このときに広域でのＰＲや商

品造成のため、協会として旅行業を取得しようということで、最初は第３種、翌年に

第２種に移行して、本格的に旅行業の事業に着手している。 

 ・その中で主力商品として「SASEBO 時旅」を造成し、平成 23 年度から販売を開始し、

この取り組みをベースに、昨年４月に新たに佐世保と 60km離れている離島の小値賀島

と組んで『海風の国』佐世保・小値賀観光圏の事業をスタートさせた。 

 ・海外誘致については、行政では佐世保市、長崎県、長崎県観光連盟、民間ではハウス

テンボス、九十九島パールシーリゾート、宿泊施設の方々と一体となって海外誘致を

行っており、台湾、香港、韓国などのお客様に来ていただいている。ここ数年は、新

たにタイやシンガポールといった国に対しても誘致活動を行っている。 

 ・長崎には、昨年度、推薦となった「明治日本の産業革命遺産」と、今年、推薦される

であろう「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の二つの世界遺産候補があるが、佐

世保市にも、本土から離れた離島の黒島に、小値賀町にも野崎島に長崎の教会群とキ

リスト教関連遺産の教会が一つずつある。 

 ・黒島が世界遺産の登録で注目を浴び大勢の観光客が訪れたとき、人口 500人を切り高

齢化が進んでいる地域で観光客をどう受け入れていくか、観光圏事業の中でその体制

をコンベンション協会でつくっている。 

 ・コンベンション協会は賛助会員から会費を頂いて運営しているが、会員数が伸び悩ん

でおり、会員の満足度をどう上げていくかが課題である。それから、佐世保を好きに

なってもらいリピーターとして再来訪していただくためのおもてなしの研修会なども

コンベンション協会としても実施している。 

 ・職員の雇用に関しては、人件費を行政からの運営費補助で賄っている状況で、雇用形

態は、プロパー３名、契約社員 14名、派遣４名という体制になっている。今後、職員

の雇用や給与に関する体系の整備が必要だと認識している。問題点としては、派遣職

員は約２年間の勤務で交代するので、入れ替わりが頻繁になっている。契約社員が多

いので、将来展望や人生設計がなかなか見込みづらい。離職率も高くノウハウの蓄積

につながらない。新たな人材を求める際に、今の給与水準では高度な知識と技能を持

った人材を確保が期待しづらいということが挙げられる。結果として、コンベンショ

ン協会全体の資質向上につながりにくいと分析している。 

 ・行政との関わりについては、コンベンション協会の発足当初から官民一体となって運

営していこうということで、民間及び行政からも職員を派遣し運営している。行政と

コンベンション協会の役割分担としては、観光客誘致に関する事業については民間主

導で行う。行政については、観光動向をきっちり把握して、短期、中期、長期の観光

の事業戦略、事業計画を策定し、策定されたプランに基づいて実働部隊であるコンベ

ンション協会が事業を推進していくといった構図になっている。 

 ・平成 21年度からは職員数を増員する支援策を行っており、平成 21年度でいったん行

政からの職員派遣は終了したが、その後、市とのパイプ役ということで OBを配置して

いる時期がある。また、平成 21～25年度においては、国のふるさと雇用や緊急雇用制

度といった補助金を活用しコンベンション協会職員の増員を図ってきた。 
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 ・平成 21年度は、最初の観光圏の認定を受け、旅行業を本格的にやっていこうという時

期で、総合旅行業務取扱管理者の有資格者なども積極的に雇用した。現在、有資格者

が４名在籍し、観光客の誘致や旅行の受付などを行っている。 

 ・平成 25年度から新たな枠組みでの観光圏の認定を受けて、コンベンション協会が観光

地域づくりプラットフォームの新たな機能を担う形となり、本気で観光圏に取り組ん

でいく、国内外から選ばれる日本の顔となるブランド観光地域を目指していくという

ことで、行政からの派遣が復活した。 

 ・推進体制については、佐世保市、小値賀町、古民家や民泊などに取り組んでいるおぢ

かアイランドツーリズム協会と定期的な会議を持ちながら連携して、観光圏の事業を

推進している。 

 ・コンベンション協会の運営に関する問題点・課題については、組織体制の強化と、観

光圏のプラットフォームを協会が担っているため、協会として必要な戦略プランをつ

くる必要があると考えている。特に、組織体制については、正社員、派遣社員、契約

社員のバランス的な配置に加え、コンベンション協会に長く在籍し、戦力として実績

を踏まえながら活躍し続ける職員を増やしていくための自主財源を少しでも増やすた

め、職員の適正な配置や処遇改善を行っていく必要がある。そのためには、収益事業

の拡充に尽きる。 

・昨年の観光圏認定により、今年からブランドを確立するため、補助金にて観光圏のブ

ランドを磨き上げる事業を推進しているが、その中で収益性の高い事業として、「海

風の国」のブランドコンセプトを体感できるようなオリジナル観光バスをつくり、市

内で走らせる計画を立てている。それを収益の上がる商品プランとして造成するとと

もに、宿泊施設や交通機関の方々と連携した着地型商品を、宿泊施設で販売していけ

るような仕組をつくるなど、収益を上げられるような取り組みを行っていきたい。 

 ・最後に今後の展望については、日本の顔となるブランド観光地を目指していくため、

着実に観光圏の事業を推進していきたい。今後、ブランドの磨き上げを行い、地域で

の受け入れ体制を整備し、戦略的な情報発信や海外、国内の誘致活動を官民一体とな

って行く中心的な役割を担っていくことがコンベンション協会に課せられた使命であ

る。そこには、会員のためだけの協会ではなく、佐世保市全体の観光振興をリードし

ていくような、観光の動向を把握しながら、改革、挑戦し続けるコンベンション協会

であり続けることが重要である。 

 

(２)委員との意見交換 

 横山委員 

・両者とも、目標が数値として掲げられていており、目標を達成するために何をするの

かという施策と、目標が達成できなかったときに何をするのかという打ち手が丁寧に

組み上げられている。 

 ・佐世保市では、自主財源を積み上げていくことが目標でありつつ、公益性を意識して

いくというお話があった。これは二律背反すると思うが、公益性を意識するという点

ついて、もう少し詳しくお話を伺いたい。 
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佐世保観光コンベンション協会 塩見様 

・公益性と収益性という両輪で事業を行っている。公益財団法人として、50％以上は公

益の事業を行うという縛りがあるので、収益をそれ以上超えることはできないが、職

員のモチベーションや処遇改善のためには、収益性を確保していかなければならない。

公益性については、お客様を誘致し、佐世保全体の経済活性化、地域の活性化を担っ

ていくということが大きな役割であると考えている。 

 ・特に、今まで行政がその役は担っていた地域づくりという点に関して、コンベンショ

ン協会がプラットフォームという機能の中で地域に入り込み、地域の魅力を再発見し

て、発信することで来訪者の増大を図り、地域の活性化に結びつけていくことがコン

ベンション協会の使命であると思う。 

 なぐも委員 

・海軍さんのツアーは魅力的だ。どうしてこんなツアーができたのか。また、消費者が

佐世保に対して持っているイメージと、ツアーに参加しなければ見ることができない

という特別感とが相まって、人気商品になっていると思われるが、販促活動として、

「SASEBO時旅」のガイドブック以外に取り組んでいることはあるのか。 

佐世保観光コンベンション協会 塩見様 

・平成 23 年度からパンフレットを作っている。昨年は６万部、今年は３～４万部の間

で発行している。ガイドブックは送料がかかるので、市内の主要な行政機関に置いて

いる。また、主に福岡のターゲットとして考えているので、福岡で協力いただける関

係団体やフリー雑誌と連携しての同梱配送や、30代半ばの女性やシニア層向けの情報

と一緒に発信していただいている。 

 ・プロモーションとしては、新聞広告や雑誌掲載にも取り組んでいる。潤沢な予算では

ないため、マスコミにリリースをして取り上げてもらっている。初期には、佐世保の

広報紙にも載せており、最初はお客様の６割が佐世保市民であった。佐世保市も市町

村合併をしているので、元の佐世保市ではないエリアの素材など、市民自身が佐世保

の魅力を再発見するきっかけになっている。 

 ・Facebookやコンベンション協会の公式のホームページでも情報発信しており、口コミ

効果でリピーターも多くなってきている。 

 ・「SASEBO時旅」の造成の前に着手したのが、海軍さんの港町のバスツアーだが、コン

ベンション協会として、この着地型商品に協力いただけるよう、米海軍佐世保基地や

海上自衛隊の広報に相談した。特に海上自衛隊では、海上自衛隊のＰＲも併せ独自に

土日の護衛艦一般公開を行っていることもあり、協力いただいている。米海軍も日米

友好の架け橋ということで協力をいただき、ツアー客の受け入れの際には、米海軍の

司令官が直々にお出迎えして下さるなど、本当にプレミアムな商品になっています。 

 可委員 

・高知県では、日本国内のマスコミには情報発信していると思うが、海外向けのＰＲに

ついて、取り組んでいることはあるのか。 

・佐世保市も、台湾や韓国とも近いが、インバウンドに関して何か特別に力を入れてい

ることがあるのか。 
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高知県 久保様 

・高知県は、インバウンド対策がまだまだ遅れている。５年ほど前から国内向けの観光

に取り組みはじめたので、インバウンドについては、主に東アジアをターゲットに展

開している。一番重要なターゲットは台湾で、台湾国内にある民間の広告代理店と平

成 24 年度から年間数百万円程度で契約し、ネットや一部紙媒体等で高知県のイベン

トをＰＲしている。韓国でも同じように行ってきたが、今年度は予算の都合で取りや

めている。 

 ・また、台湾には日本語が堪能な方が多いので、Facebookなどで旅行会社や観光関係の

方などに見ていただくような取り組みを行っている。 

佐世保観光コンベンション協会 塩見様 

・佐世保でのインバウンドに関する取り組みは、単独で佐世保のＰＲを行うより、県単

位で、長崎県や長崎県観光連盟と連携の下で海外誘致を行っている。ただ、韓国につ

いては、民主導で行ってきた経緯もあり、中国については韓国も含めて佐世保市と姉

妹都市提携を締結している都市もあるので、そのような都市には市長自らが出向いて

トップセールスを行っている。ここ数年はタイやシンガポールもターゲットとしてお

り、５月半ばにも市長自らがタイ・バンコクにトップセールスに行く予定だ。 

 ・情報発信については、ハウステンボスと長崎県観光連盟、佐世保観光コンベンション

協会が共同で、海外のネットエージェントなどと連携して、現地で情報発信を行って

いくというような契約を結んでいる。中国だと、紙媒体や地下鉄や電車の交通広告で

九十九島とハウステンボスをＰＲしている。 

 矢ケ崎委員長 

・最後に委員の皆さま方から五つの論点についてのコメントを頂きたい。五つの論点は

①地域にとってのおもてなしとは何か 

②観光客へのおもてなしに関する地域の取り組みについて特に気を付けること 

③観光協会の自主財源や運営に関する問題点への対応について 

④地域における観光協会、コンベンションビューローに求められる役割 

そのような役割を踏まえた上で、 

⑤観光協会が抱える課題や問題点への指摘や対応 

という、五つのポイントの中から、全国の観光協会が次に何を行っていこうかと考え

る際のヒントになるようなことについてコメントをいただきたい。 

 矢口委員 

・両者の話を聞いて、おもてなしという思いは絶対に必須だが、高知県からは、おもて

なしの思い以外にも、給料を上げるなどといった実弾というか、実利といった、実質

的なことも行っていかないと職員のモチベーションが上がらないのだろうと思った。 

 ・佐世保市に関しては、コンベンション協会の職員 21人中正職員が３人と人材育成が厳

しいと思うが、正職員や契約職員などの理想的なバランスはどの程度か。 

佐世保観光コンベンション協会 塩見様 

・プロパー職員の増加を図り、長く腰を据えて働ける環境を整えていきたい。高知県の

給料アップは大変うらやましい限りだが、佐世保市においても処遇改善は必要だ。職
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員のモチベーションや本気で取り組んでいく体制づくりが重要だと考えている。 

 久保田委員 

・二者の話を聞き、本気でやれば成果は出るのだと感じた。 

 ・観光というと、遠方からの来訪者をイメージするが、両者から「県民が観光に対する

意識を変えていった」「海軍さんの港町バスツアーも最初は市民が参加していた」と

聞き、結果的には市民や県民への働き掛けになっていたということに気付いた。これ

は、観光イベントなどを通じて地元の方々たちとの関係を築いていったのであろう。 

 横山委員 

・高知県の「地産外商で若者が豊かな生活が地域でできるように」という言葉が印象的

であった。 

・観光は生ものなので、誘客、自主財源の確保に追われることもあると思うが、観光が

もたらす効果を明示し、定住や移住も見据えた施策が展開されていくことで、成果に

つながっていくのではないか。 

 ・数値目標を立てる際も、先のゴールをしっかり設定しておけば、手前の数値が多少上

下に振れても、心折れずに頑張れると思う。 

 なぐも委員 

・今朝乗車した新幹線の車掌のアナウンスがすごく上手だった。一通りの案内が終わっ

た後に「どうぞこの先も目的地までごゆっくりお過ごしください」とアナウンスされ、

非常にうれしくなった。 

 ・観光協会の人たちは窓口業務をこなしながら、夏祭りの準備など窓口業務以外の裏方

の仕事も一生懸命やらなければならならず大変だが、お客様に対して温かみのある声

や、温かみのある親身で親切な対応など、些細なことが深く印象に残りやすいので、

また来たいと思ってもらえるような窓口業務も大切にしていきたい。 

 ・観光協会職員のスキルアップなど人材育成が必要という話があった。スキルの高い人

材がたくさんいるにこしたことはないが、人材をたくさん確保しておくことに対する

危険性もある。新潟県の場合、2009年に大河ドラマがあり、その年の観光客は大きく

伸びたが、翌年から激減した。しかし、県民の観光客をもてなす心はすごく育った。

これは大河ドラマがもたらしてくれた宝だったと思っている。正規雇用が難しければ、

観光客に接したい、話したいと思っている地域の人材を有効にできたら良いと思う。 

 可委員 

・日本の観光の魅力を海外にＰＲする仕事をしてきた。日本各地の魅力は本当に素晴ら

しいと思うが、海外の人にはなかなか知られていない。今後、海外向けに情報発信が

非常に重要となる。そのためには、自らの地域の特徴を見出すことが１番で、２番目

はストーリーやキャッチコピーをつくることで、３番目が海外の人たちを来訪させる

理由をつくることだ。 

・日本の各地からは「うちは、素材はいいがＰＲ下手」という話をよく聞くが、ＰＲは

難しいことではない。地域の魅力を再発見し、ストーリーをつくりキャッチコピーを

つくって、海外に向けて発信すれば魅力が伝わる。継続的な情報発信が重要だ。 

 矢ケ崎委員長 
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・二つの地域に共通していたことは、基本的なデータ分析など、基礎的なことがしっか

りできおり、その上でビジョンや目標を立て戦略をつくり、めげず、ぶれずにＰＤＣ

Ａを回している。これは一本筋が通った上でのチャレンジだ。 

 ・やはり地域は人材が重要だ。観光協会や行政の中だけでなく、地域の中に本気度を持

って観光を考えてくれる人がどれぐらいいるかが、地域の観光的底力だということを

再確認した。 

 ・高知県の話を聞き、イベントの活用が上手だと思った。一昔前の観光の行政職員はイ

ベントに疲弊していたが、高知県ではイベントに振り回されず、イベントを活用する

という目的意識がある。イベントによって何を残し、それを土台に次に何をつくり、

そして、成長していくきっかけにしていくことが、イベントをする意義である。高知

県はこれを理解していると思った。各地域の観光協会の皆さまも、イベントに振り回

されず、イベントをしっかり使いこなすということを今一度認識していただきたい。 

 ・高知県は、関係者がよく議論しているのだと思う。そのため、観光に対する本気度が

地域全体に行き渡っているという思いを強くした。その中で、住民も観光に対する当

事者意識を高めてくると、県内で議論の裾野が広がり、手応えのある議論が巻き起こ

り、そこから新しいものが生まれてくるのだろうという将来を予感させられた。 

 ・佐世保市に関しては、収益事業を持ち、頑張っていることに敬服する。万能な答えは

ないが、やり続けるしかないのがビジネスであって、やり続けることで収益事業につ

いてもノウハウを貯めていっていただきたい。 

・着地型観光の商品においても、ターゲットは福岡だというように、戦略性を持って展

開していくことは、他の皆さま方にとっても勉強になることだと思う。 

 ・最後に、ブランド観光圏に名乗りを挙げ、高い目標を自ら設定し、自分たちも変わっ

ていこうとしている観光協会も既に出はじめているということは、全国の皆さんに対

して強いメッセージになったと思う。（以上） 

 

(３)その他  

観光庁 御手洗 

・次回の中間取りまとめに向けて、現在、事務局で提言書の骨子を作成している。「観

光おもてなし研究会 提言書 骨子（たたき台）」は、本研究会で議論いただいた内

容を受けて、今後、観光地域づくりを行っていく主体がどうあるべきかという点につ

いて、提言書として取りまとめていくためのたたき台である。 

 ・Ａ案はシンプルに、「はじめに」という前書きの後に、観光協会の現状として、なぜ

これから観光協会等の組織変革が必要なのか。また、それに当たっての現状の課題は

何かという現状認識の後に、地域における観光協会のあり方として必要な項目を挙げ

ていくという構成である。 

 ・Ｂ案は内容的には同じだが、本研究会にゲストとして参加していただいた自治体等か

ら、地域の取り組みに関する話を頂き、委員の皆様との議論を受けて、何が必要なの

かというケーススタディを踏まえ、観光協会に求められる役割を整理していく構成だ。 

 ・この２案をベースとして、委員の皆さま方に随時お諮りしながら、中間提言書のたた
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きとして取りまとめ、次回の研究会で議論していただきたい。 

 ・「都道府県 平成 26年度観光予算一覧」は、観光庁で平成 26年度の各都道府県の観

光に関する予算を取りまとめたものである。平成 26 年度は都道府県全体で、25 年度

比で約 1.09倍の約 410億円の観光関係の予算がついている。 

  （以上） 

 

４．閉会  


