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観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

 

１. 観光地域づくり法人の組織 

 

申請区分 

※該当するものを〇

で囲むこと 

広域連携ＤＭＯ･地域連携ＤＭＯ･地域ＤＭＯ 

観光地域づくり法人

の名称 
公益財団法人 佐世保観光コンベンション協会 

マーケティング･マネ

ジメント対象とする

区域 

区域を構成する地方公共団体名 

・長崎県佐世保市 

・長崎県北松浦郡小値賀町 

所在地 長崎県佐世保市三浦町 21-1（JR 佐世保駅構内） 

設立時期 2003 年 4月(2013 年 4 月、財団法人から公益財団法人へ移行) 

職員数 24 人【常勤 24人（正職員 8人・契約職員 16 人）】 

代表者（トップ人

材：法人の取組につ

いて対外的に最終的

に責任を負う者） 

※必ず記入すること 

飯田 満治 

（在籍組織名） 

（公財）佐世保観光 

コンベンション協会 

観光地域づくり法人（登録ＤＭＯ）公益財団法人佐

世保観光コンベンション協会の理事長。 

行政、事業者、地域、学術機関との様々なパイプ役

を担っている。在任期間中、佐世保バーガー、長崎

和牛、九十九島のブランド化や地域活性化など様々

な取組で成果を挙げている。 

観光地域づくり法人

事務統括責任者 

当ＤＭＯ常務理事兼

事務局長 

蓮田 尚 

（在籍組織名） 

（公財）佐世保観光 

コンベンション協会 

観光地域づくり法人（登録ＤＭＯ）の事務統括責任

者。 

佐世保市役所入庁後、観光セクションに 10年間従

事し、九十九島水族館の運営、観光プロジェクトを

多数実施し、教育委員会、市民生活部長を経て定年

退職。令和４年度より佐世保観光コンベンション協

会の常務理事兼事務局長を務める。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チーフ・

フィナンシャル・オ

フィサー） 

※必ず記入すること 

「専従」 

宮地 秀郎 

（在籍組織名） 

（公財）佐世保観光 

コンベンション協会 

観光客の誘致セールス、ワンストップ窓口、収益事

業、広報ＰＲ、広告、商品開発、地域づくりの責任

者。佐世保市の観光施設ハウステンボス㈱で企画、

営業、広域連携事業、マーケティングなどの業務を

担当していた。現在、事業部内の事務を掌理する。 

データ収集・分析等

の専門人材（ＣＭ

Ｏ：チーフ・マーケ

ティング・オフィサ

ー 

※必ず記入すること 

「専従」 

三條 基継 

（在籍組織名） 

（公財）佐世保観光 

コンベンション協会 

マーケティング業務の中心的な役割を担う。 

入社前、小売業のマーケターとして活躍。2018 年 7

月より当区域の観光マーケティング担当として従

事。データに基づく、戦略策定、KPI の設定等を担

当。 
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事業部 誘致チーム 

西九州させぼ広域 

国際担当 部長 

「専従」 

下澤 周 

（在籍組織名） 

（公財）佐世保観光 

コンベンション協会 

インバウンド誘致業務の中心的な役割を担う。 

総合商社で 30年間、国際ビジネスに従事。その間

10 数年にわたり、中国･台湾の 6都市に留学・駐在

の経験を持ち、現地事情に精通している。海外セー

ルスおよびプロモーション業務を行なう。 

事業部 

地域販売課 課長 

案内販売チーム 

チームリーダー兼務 

「専従」 

寺岡 香奈枝 

（在籍組織名） 

（公財）佐世保観光 

コンベンション協会 

当区域の商品造成、ワンストップ窓口、収益事業の

中心的な役割を担う。 

入社前、地場鉄道会社の旅行部門にてカウンター業

務や手配業務担当として従事。自社旅行商品の新規

造成、販売、販促、収益事業の管理、当該観光圏を

訪れるお客様に対するワンストップ窓口の実務をま

とめる。 

事業部 

地域販売課 課長代理 

地域開発チーム 

チームリーダー兼務 

「専従」 

松田 紹弘 

（在籍組織名） 

（公財）佐世保観光 

コンベンション協会 

「海風の国」佐世保・小値賀観光圏事業の専従。 

特に観光地域づくりにつながる活動、会議、ワーキ

ンググループ等の全体管理から実務の中心的役割を

担う。 

事業部 

総務企画課 課長 

 

 

「専従」 

松尾 麻美 

（在籍組織名） 

（公財）佐世保観光 

コンベンション協会 

観光地域づくり法人（登録ＤＭＯ）の組織運営を担

う総務と当区域のブランディング、広報・ＰＲ業務

の中心的な役割を担う。入社前、佐世保市観光課、

国体推進室において、主にグルメを通した観光振興

を担当。 

事業部 総務企画課 

企画宣伝チーム 

チームリーダー 

（係長） 

「専従」 

本多 葵 

（在籍組織名） 

（公財）佐世保観光 

コンベンション協会 

当区域の広報・ＰＲ事業の中心的な役割を担う。 

観光圏域内の各施設、事業者と連携しながら、観光

情報の発信やブランディングを行う。 

連携する地方公共団

体の担当部署名及び

役割 

 

①佐世保市 

・観光振興、地域観光資源活用 

⇒観光商工部（観光課、商工労働課）、農林水産部（水産課、農政課）、教育

委員会（文化財課）、企画部（文化国際課、地域政策課） 

 

・企画調整 

⇒企画部（政策経営課）、都市整備部（都市政策課）、土木部（土木政策課、

土木管理課）、環境部（環境政策課） 

 

・地域との連携 

⇒企画部（地域政策課）、市民生活部（ｺﾐｭﾆﾃｨ･協働推進課） 

 

・社会資本及び２次アクセスの整備 

⇒企画部（地域交通課）、都市整備部（まち整備課）、土木部（道路整備課、
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河川課）、港湾部（みなと整備課）、環境部（環境保全課） 

 

・ＤⅩ推進 

⇒総務部（ＤＸ推進室） 

 

②北松浦郡小値賀町 

・観光、企画調整、社会資本整備 

⇒産業振興課 

 

連携する事業者名及

び役割 

 

１. 小値賀エリアのワンストップ窓口 

・NPO 法人おぢかアイランドツーリズム協会 

２. 宿泊事業者 

・佐世保旅館ホテル協同組合 

３. 交通事業者 

 ・西肥自動車㈱ 

 ・佐世保市タクシー協会 

 ・九州旅客鉄道㈱ 

 ・松浦鉄道㈱ 

 ・佐世保旅客船協会 

４. 観光･文化施設事業者 

 ・させぼパール・シー㈱ 

 ・ハウステンボス㈱ 

 ・公益財団法人佐世保地域文化事業財団 

５. 商工、農林水産業事業者 

 ・佐世保商工会議所 

・小値賀町商工会 

 ・ながさき西海農業協同組合 

 ・佐世保市水産振興協議会（圏域に所在する６漁協） 

 ・一般社団法人佐世保物産振興協会 

 ・させぼ四ヶ町商店街協同組合 

 ・佐世保三ヶ町商店街振興組合 

６. 教育機関 

 ・長崎国際大学 

 ・長崎県立大学 

 ・長崎短期大学 

７. 地域金融機関 

 ・十八親和銀行 

 ・九州ひぜん信用金庫 

８．地域団体 

 ・一般社団法人宇久町観光協会 

 ・NPO 法人黒島観光協会 

 ・江迎活性化協議会 

 ・みかわちの魅力あるまちづくり実行委員会 

 ・一般社団法人チーム俵 

 ・ＳＡＳＥＢＯまち元気向上委員会 

 ・一般社団法人ＲＥ ＰＯＲＴ ＳＡＳＥＢＯ 

９．各種イベント等の実行員会 

 ・ＹＯＳＡＫＯＩさせぼ祭り実行委員会 

 ・佐世保ＪＡＺＺ実行委員会 
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 ・ＳＡＳＥＢＯ ＪＡＭ ＦＥＳＴＩＶＡＬ実行委員会 

 ・きらきらフェスティバル実行委員会 

10．その他 

 ・一般社団法人佐世保青年会議所 

 ・佐世保商工会議所青年部 

 

官民･産業間･地域間

との持続可能な連携

を図るための合意形

成の仕組み 

（概要） 

 

①「海風の国」佐世保・小値賀観光圏推進協議会 

最高意思決定機関として、佐世保市長・小値賀町長・おぢかアイランドツー

リズム協会理事長・佐世保観光コンベンション協会理事長からなる、「海風

の国」観光圏推進協議会を設置。 

②「海風の国」佐世保・小値賀観光圏推進委員会 

同協議会の決定を推進するため、官民の多様な関係者が参加する「海風の

国」推進委員会を設置。 

③「海風の国」佐世保・小値賀観光圏戦略会議 

同推進委員会の方針･戦略の策定にあたる各推進部門の連携協議、情報共有

を行う戦略会議を設置。 

④「海風の国」佐世保・小値賀観光圏ワーキンググループ 

同推進委員会の活動を具体的に協議し、実務的な調整を行う４つのワーキ

ンググループ（※）を設置。 

 

※・インバウンド・品質管理ＷＧ 

 ・プログラム商品造成ＷＧ 

 ・食文化ＷＧ 

 ・マーケティング・プロモーションＷＧ 

 

地域住民に対する観

光地域づくりに関す

る意識啓発・参画促

進の取組 

 

 

（地域住民の理解と関与） 

多様な事業者、地域住民参加のワーキンググループを開催し、景観形成やト

レイルルートの造成、プログラム造成など意見交換を行っている。また、地域

住民・行政・ＤＭＯ・地域づくり実践者の他、交通機関や観光事業産業従事者

らが一丸となった取組みであることの理解促進を図るため、海風の国シンポジ

ウムの開催。 

 

【取組事例】 

① 俵ヶ浦半島エリア：俵ヶ浦半島活性化協議会によるトレイルコース造成～

地域づくり（H25-R4） 

② 江迎エリア：江迎活性化協議会による食の開発、体験プログラムや将来の

地域づくり（H26-R4）、 

③ 小値賀エリア：小値賀町の地域住民による観光看板作成ワーキング（H27-

28） 

④ 三川内エリア：三川内地区内の地域連携イベント及び美術館を活用した将

来像についてワークショップ、将来の地域づくり（H28-R4） 

⑤ 黒島エリア：ＮＰＯ法人黒島観光協会の設立準備に伴う勉強会（H26）、黒

島ガイド研修（H27-R4） 

⑥ 海風の国シンポジウム（H27-R4） 

⑦ 海風の国観光マイスター、子ども観光マイスター（H27-R4） 

⑧ 「海風伝」小学校高学年向け当圏域偉人紹介ブック作成（R1） 
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（宿泊施設の魅力向上） 

実践的な講演会を中心に継続開催しており、多くの宿泊施設に参加をしてい

ただいている。リゾート、ビジネス問わず主たる滞在エリアの宿泊施設では滞

在拠点として役割を担っている。 

 

【取組事例】 

① 地域の案内として海風の国ガイドブック設置及びフロント等での観光案内

（H26-R4） 

② 講演会・講座・セミナー（H25-R4） 

③ 観光圏限定旅行業者代理業登録/５施設（H27、H30） 

④ 黒島地区宿泊施設（民宿・旅館）の専門家による改善点など検証（H28） 

⑤ 地域素材組込み宿泊プラン造成促進の為の施策 

 ・宿泊者のクルーズバス海風の利用促進/るるぶトラベル（H27） 

 ・海風の国観光素材・体験プログラムカタログ制作（H28-R3） 

 ・海風の国プロモーションキャンペーンに伴う商品造成（H29） 

⑥ 宿泊施設品質認証制度「サクラクオリティ」説明会（H29-R4） 

⑦ 感染症対策認証制度「team NAGASAKI SAFETY」実施（R2-R4） 

 

法人のこれまでの活

動実績 

 

 

（活動の概要） 

佐世保市及び周辺地域・関係団体との緊密な連携のもとに次の事業を行う

ことで、観光振興ひいては地域経済の活性化に寄与してきた。 

 

観光地域づくり 

圏域が広域にわたるため、地域特性を基にブランドを構成する 11 のエリア

に細分化し、ブランドコンセプトの周知・浸透、ブランドコンセプトに基づ

く滞在交流プログラムの構築、人材育成等の圏域全体における取組みを実

施。その中で特に、江迎・三川内・黒島・九十九島・まちなか（佐世保市中

心市街地））を重点地区に設定し、5つの地区について圏域全体を牽引するモ

デル地域として位置づけ、観光客受入体制の整備等に住民参加型で取り組ん

でいる。 

・暮らすように旅をする、小値賀島（小値賀） 

・海人の風待ち浦、宇久。（宇久島） 

・208 通りの風が生まれる多島海の大自然。（九十九島南部） 

・“花群れる”祈りの島 黒島。（黒島） 

・多島海に揉まれ鍛われた、心優しき漁師たちの浦々。 

（九十九島北部、高島、相浦、小佐々、鹿町） 

・もてなしの時を重ね心を束ねた笑むかえ。（江迎） 

・浦々に恵みをもたらす、豊穣の里山。（吉井、白岳高原、世知原、柚木） 

・世界一の名声を得た、小さき皿山。（三川内） 

・昔人の対峙と交流の面影、早岐の瀬戸。（早岐、宮、ハウステンボス） 

・理に適い、情に適った東郷さんの佐世保港。（俵ヶ浦半島、高後崎、針尾

島） 

・近代日本の生き証人、港まち佐世保。（佐世保市街地） 

 

事業 実施概要 

情報発信・

プロモーシ

ョン 

 

・【H26-R4】ハウステンボス連携事業 

  ハウステンボスと九十九島などの他、佐世保市内の観光

素材を面で訴求することにより、それぞれの魅力が相乗効

果を図る。 
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・【H27-H29】九十九島 PR戦略プロジェクト事業 

  九十九島の認知度向上と観光客の誘致促進を目的に、3

ヶ年かけた PR戦略事業。 

・【H29】「海風の国」首都圏食の発信基地事業 

  当観光圏を象徴する「九十九島」にスポットをあて、九

十九島の食を通して、圏域の幅広い魅力を訴求し、認知向

上を図ることを目的に実施。 

・【H27-H29】ツーリズムＥＸＰＯジャパン 

  専用ブースを使った広報 PR・素材説明・観光情報提供

等による誘致活動。 

・【H27-H30】中国市場向けテレビ番組「九州印象」 

  他都市とも連携して、「九州の旅」をテーマにした番組

を制作し、中国のテレビやインターネットで放送。 

・【H29-R4】九州 3観光圏共同事業 

  九州域内の 3観光圏が連携を強化し、九州の周遊促進を

図るため、連携会議を行いイベント等へ共同出展を実施。 

・【H29】海風の国プロモーションキャンペーン 

  11 エリア毎に体験、食、祭りなど情報を取りまとめ紹

介。情報満載の魅力的なキャンペーンガイドブックを制作

し、ホテル宿泊者さまへの特典としてプレゼント。また、

キャンペーン期間中は地域を巡るスタンプラリーやグルメ

フェアなど特別企画やプレゼント企画を実施。 

・【H30-R4】ＳＮＳを活用した情報発信 

  ソーシャルネットワークを活用し、各重点国向けに区域

の観光情報及び旬の情報などの記事投稿や広告発信。 

・【R1-R3】香港･台湾プロモーション事業 

  訪日旅行オンラインメディア、YouTube 等を使い、当区

域の観光情報を発信。 

・【H27-R4】「UNDISCOVERED JAPAN」情報発信事業 

  テーマに基づく滞在プランを造成し、インバウンド観光

客に日本ならではの伝統文化や暮らしを、住民との交流を

通して安心して体感してもらい、リピーターにつなげる取

組み。欧米豪をターゲットとし、SNS や公式 HPを活用し

た情報発信及び旅行会社との商談を実施。 

・【R2-R4】西九州させぼ広域都市圏連携事業 

（ドライブウェブ「DriveJapanWestKyushu」） 

  西九州させぼ広域都市圏(12 市町)をドライブで楽しく

観光していただけるよう、おすすめの観光施設、宿泊施

設、ドライブコースなどをまとめたサイトを立ち上げた。

日本語・英語・中国語（繁体字）に対応。 

 

受入環境の

整備 

・【H23-R4】海風の国ガイド人材育成事業 

 地域ガイドやガイドを目指している人材を対象とし観

光客を受け入れる際のおもてなしの心の醸成、スキルア

ップなどを実施。 

・【H26】佐世保観光情報センターJNTO カテゴリーⅡ認定 

 英語で対応可能なスタッフが常駐し、佐世保市内はも

とより、平戸、松浦など長崎県県北地区、小値賀、宇久

など五島列島への玄関口として総合案内業務を行う。 

 



（別添）様式１ 

7 
 

・【H26-R4】「海風の国」総合パンフレット制作 

 当圏域を 11エリアに分け、ブランドコンセプトに基づ

き制作、各エリアの特色を前面に出すとともにモデルル

ートを設定し旅への誘いを盛り込む。 

 ※【H28-R4】多言語パンフレット制作（英･韓･簡･繁） 

・【H26-R4】「海風の国」観光圏ホームページ制作 

 当観光圏エリア別更新管理システム、旅行関連商品販

売システム、交通機関乗換情報等機能強化充実等案内機

能及び情報発信機能の強化を図った。 

※【H30】多言語ホームページ制作（英･韓･簡･繁） 

・【H26-R4】小値賀エリア限定ホームページ制作 

 小値賀町とおぢかアイランドツーリズム協会がそれぞ

れ行っているホームページによる情報発信について一元

化した窓口となるホームページを整備。 

※【H31】多言語ホームページ制作（英） 

・【H26-R4】クルーズ船受入事業 

 国内外のクルーズ客船入港に併せた歓迎式典や送迎イ

ベントの実施。 

・【H27-H29】俵ヶ浦半島トレイル造成 

 九十九島と佐世保湾を一望することができる俵ヶ浦半

島において地域住民と九州大学と連携し遺構や景勝地を

巡るトレイルルートづくりを推進。 

・【H27】観光拠点施設「黒島ウェルカムハウス」建設 

 黒島を訪れる観光客の観光案内と地元農海産物などの

土産・物産販売事業を推進。 

・【H29-R4】観光品質認証制度「SAKURA QUALITY」導入 

 世界中の旅行者に、質の高い日本の観光サービスに対

する情報提供を行い、安心で快適な旅行を楽しんでいた

だくための仕組み。 

・【R1】英語･繁体字対応二次交通紹介映像撮影･制作 

 各種交通手段を使って、主要地点から観光地へ行く方

法を紹介する動画を制作。 

・【R2-R4】感染症対策認証制度「team NAGASAKI SAFETY」 

  長崎大学の協力のもと、長崎市･雲仙市･佐世保市が、官

民一体のチームで取り組む安心･安全のための認証制度。 

 

観光資源の

磨き上げ 

 

・【H23-H26】着地型旅行商品「SASEBO 時旅」事業 

 多様化する観光ニーズへ対応するため、地域特性を活

かした観光コンテンツの整備と地域イメージの確立(ブラ

ンド)を目指した。 

・【H23-H26，R3】させぼバルさるく 

  バルを佐世保流にアレンジした食べ飲み歩きイベント。 

・【H27-R3】SASEBO クルーズバス海風 

  地域をつなぐ二次交通手段及び本市の新たな観光素材と

して観光バスを整備。 

・【H27-R4】SASEBO 軍港クルーズ 

  軍港、造船、生活航路など、「海風の国」の顔である佐

世保港をガイドの案内とともに、海上自衛隊や米海軍の施

設などをめぐる滞在コンテンツを造成。 
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・【R1】宇久･小値賀観光ダイビング 

  県内でもトップレベルの魚の多さ、透明度の高さを誇る

小値賀島と宇久島周辺の海域での美しい海を活かした新た

な観光資源を造成。 

・【R1-R2】世界遺産「黒島の集落･野崎島の集落跡 観光周遊

ツアー造成」 

  「海」を活用した世界遺産を巡る周遊ツアーを造成。通

常 2泊 3日以上かかるところを、1泊 2日で黒島、野崎

島、小値賀島の 3島の地を巡る。 

・【R2-R3】「海風旅。Experience」造成 

  当日前日申し込み可能な着地型体験コンテンツを地域事

業者と共同で造成。 

・【R3】「Sasebo Bar Hopping Tour」造成 

  訪日外国人を対象とした佐世保市内の寿司屋や老舗居酒

屋をガイドと巡る飲食ツアーを造成。 

 

 

（定量的な評価） 

H25 観光客数:5,387,500 人 対前年 108％ 

（宿泊客数：1,528,100 人 対前年 126.1％） 

H26 観光客数:5,873,149 人 対前年 109％ 

（宿泊客数：1,659,400 人 対前年 108.6％） 

H27 観光客数:5,919,518 人 対前年 101％ 

（宿泊客数：1,750,600 人 対前年 105.5％） 

H28 観光客数:5,705,588 人 対前年 96％ 

（宿泊客数：1,635,100 人 対前年 93.4％） 

H29 観光客数:5,886,301 人 対前年 103％ 

（宿泊客数：1,671,100 人 対前年 102.2％） 

H30 観光客数:6,012,868 人 対前年 102％ 

（宿泊客数：1,558,104 人 対前年 100.3％） 

R1 観光客数:5,824,354 人 対前年 96.9％ 

（宿泊客数：1,533,121 人 対前年 98.4％） 

R2 観光客数:3,174,995 人 対前年 54.5％ 

（宿泊客数：868,306 人 対前年 56.6％） 

R3 観光客数:3,146,152 人 対前年 99.1％ 

（宿泊客数：876,843 人 対前年 101.1％） 

※H30 年に県統計の算出方法変更あり（サンプル調査から全数調査）。 
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実施体制 

※地域の関係者との

連携体制及び地域に

おける合意形成の仕

組みが分かる図表等

を必ず記入すること

（別添可）。 

 

（実施体制の概要） 

（公財）佐世保観光コンベンション協会を事務局に、市町、宿泊事業者、金

融機関、交通事業者、商工、農林水産事業者、教育機関など多様な関係者が

参画し、地域全体が密接に連携した運営を実施。 

 

（実施体制図） 
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２. 観光地域づくり法人がマーケティング･マネジメントする区域  

 

【区域の範囲が分かる図表】 
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【区域設定の考え方】 

これまで佐世保市、北松浦郡小値賀町、（公財）佐世保観光コンベンション協会、NPO 法人おぢか

アイランドツーリズム協会による「海風の国」佐世保・小値賀観光圏推進協議会を設置し、顧客視

点に立って、観光エリアマーケティングに基づく旅行商品の開発、企画販売、広報・PR、人材育

成、地域住民主導による地域活性化など、連携した取組みを実施。 

この地域は、自然、歴史、文化、人の流れや物流および観光資源の面から一体性を持ち、共通の

コンセプトを有することから、平成 25年度より、一体となって「海風の国」佐世保・小値賀観光圏

事業に着手した。 

 

ブランドコンセプト 

 

「海風の国」暮らしを育む海舞台 ～浦々の四季で迎える西海物語～ 

 

 数十万年前の地殻変動によって、日本列島の西の端に８２６Km に及ぶ複雑なリアス海岸が誕生し

た。 

その前面には２０８の島々からなる「九十九島」と、宇久・小値賀など五島列島の島々があり、

その間を黒潮から分かれた対馬海流が流れ、豊かな海の幸とともに南方からの文化・太古の歴史を

もたらしてきた。 

 

また、複雑な海岸線と島々は、海を活動舞台とする人々に“浦”と呼ばれる暮らしの場を与えて

いる。 

その浦々には、その地ならではの特徴ある生活文化が根付いている。 

 

わたしたちは、多様な島々と浦々で構成される、ここを“海風の国、暮らしを育む海舞台”と呼

ぶ。 

ここを訪れる人々に、ここならではの浦々の四季の味わいと“物語（ストーリー）”を提案する。 

 

人類が誕生するはるか前の大自然の営みと、海の民がはじめて島や沿岸に上陸し暮らし始めた太

古以来の物語がここにあり、人・物・技・信仰など日本列島と世界が交流した原初からの歴史物語

がここにある。 

そして日本があらためて国際社会に参加していった近代から現在に至る凝縮した港の物語がここ

にある。 

 

１. 気候 

・平均気温約１７．０℃ 

・年間降水量１，９５０mm 

西海型気候区にあたる本圏域は、圏域の沖合いを黒潮から分かれた対馬暖流が流れ、温暖で比較

的多雨、冬暖かく、夏は比較的涼しい、過ごしやすい気候にある。 

日本列島の西の端に位置しており、日が長く列島最後の夕陽がこの海に沈む。 

 

２. 自然 

 本圏域は九州西北部に位置し、数万年前の地殻変動によって誕生した８２６Km に及ぶ複雑なリア

ス海岸と、４００余りの島々によって構成され、海の自然公園「西海国立公園」に指定されてい

る。 

西海国立公園を代表する九十九島の海域には２０８の島々が密集して、周囲のなだらかな山容と

重なり合い、表情豊かな景観を醸しだしている。 

また、多くの島々と自然海岸からなる複雑な海岸線は、岬や崎、瀬や浦といった海辺の地形と常

緑照葉樹の森に覆われた馬の背状の山々が相まって、多彩な自然環境を生み出し、人々の暮らしに

も豊かな恵みをもたらしてきた。 
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西海国立公園の自然海岸率は８３％、九十九島海域においては８１％であり、全国の自然海岸率

が本土４２％、島嶼部においても６９％であることに比べても、その自然度の高さがうかがえる。 

（平成１０年第５回自然環境保全基礎調査（緑の国勢調査）データによる。） 

 

３. 文化  

 本圏域は日本列島の最西端で、大陸に最も近い位置にあることから、太古の昔から海を介した交

流の歴史がある。 

圏域の浦々が遣唐使の風待ちの港であったことや、海の武士団「松浦党」の活躍に、大陸との交

流や海を舞台とした人々の歴史を見ることができる。 

また、当圏域では、朝鮮半島の人々から伝えられた磁器製作の技術が平戸藩御用窯として大きく

発展を遂げ、海外との活発な貿易の一端を担った。特に江戸後期以降、成熟した白磁の技術は、ヨ

ーロッパの高い評価を受け、現在もその技術が連綿と受け継がれている。 

 

 本圏域の人々は、穏やかな気候、豊かな恵みをもたらす環境、そして海に交流してきた歴史に育

まれ、気さくで明るくおおらかである。海に暮らす人々は自然への畏敬の念と、異なる文化と折り

合う柔軟さ、共に生きるしなやかさを併せ持っている。 

 

４. 食 

 常緑照葉樹の森におおわれた山々が豊かな海を守り、九十九島かきに代表される豊富な魚介類を

育んでいる。波静かな九十九島海域ではトラフグ、ハーブ鯖、ヒラスなどの養殖漁業も盛んであ

る。 

また、西海みかんや各種野菜など多彩な農産物を産出している。 

和牛の生産も盛んで、この地域で育てられた「長崎和牛」は「第 10回全国和牛能力共進会」で日

本一を受賞するなど、ブランド牛として高く評価されている。 

また、佐世保では戦前は旧海軍鎮守府、戦後は米海軍基地があることなどから、「海軍カレー」、

「佐世保バーガー」、日本人向きの味つけが工夫された「レモンステーキ」など早くから洋食文化が

広がり、地域ブランドとなったものも多い。 

 

【観光客の実態等】 

① 観光客数の推移 

 令和 3年 
（前年比） 

令和 2年 
（前年比） 

令和 1年 
（前年比） 

平成 30 年 
（前年比） 

平成 29 年 
（前年比） 

佐世保市 
3,146,152 人 

（99.1％） 

3,174,995 人 

（54.5％） 

5,824,354 人 

（96.8％） 

6,012,868 人 

（102.1％） 

5,886,255 人 

（103.1％） 

北松浦郡 

小値賀町 

12,850 人 

（104.7％） 

12,266 人 

（47.4％） 

25,867 人 

（111.6％） 

23,167 人 

（99.6％） 

23,240 人 

（100.9％） 

計 
3,159,002 人 

（99.1％） 

3,187,261 人 

（54.4％） 

5,850,221 人 

（96.9％） 

6,036,035 人 

（102.1％） 

5,909,495 人 

（103.1％） 

 

② 宿泊客数の推移 

 令和 3年 
（前年比） 

令和 2年 
（前年比） 

令和 1年 
（前年比） 

平成 30 年 
（前年比） 

平成 29 年 
（前年比） 

佐世保市 
876,843 人 

（101.0％） 

868,306 人 

（56.6％） 

1,533,121 人 

（98.3％） 

1,558,104 人 

（100.3％） 

1,552,960 人 

（94.9％） 

北松浦郡 

小値賀町 

11,483 人 

（118.8％） 

9,662 人 

（62.9％） 

15,342 人 

（122.4％） 

12,530 人 

（73.2％） 

17,101 人 

（92.9％） 

計 
888,326 人 

（101.1％） 

877,968 人 

（56.6％） 

1,548,463 人 

（98.5％） 

1,570,634 人 

（100.0％） 

1,570,061 人 

（94.9％） 

 



（別添）様式１ 

13 
 

【観光資源】 

（観光･文化施設・商業施設） 

・ハウステンボス 

・九十九島パールシーリゾート 

 ・海きらら（水族館） 

 ・遊覧船（大型船 2 隻等） 

 ・森きらら（動植物園） 

・西海橋 

 ・えきマチ１丁目佐世保（佐世保駅前商業施設） 

・させぼ五番街（佐世保港を臨む大型商業施設） 

・さるくシティ 4〇3（四ヶ町、三ヶ町商店街） 

・万津 6区（佐世保港近く商店街） 

・佐世保市博物館島瀬美術センター（佐世保市街地の中心にある美術センター） 

・旧海軍佐世保鎮守府凱旋記念館（市民文化ホール） 

・福井洞窟ミュージアム（遺跡博物館） 

・旧佐世保無線電信所(針尾送信所)施設 

（自然） 

・西海国立公園（九十九島、弓張岳、烏帽子岳、宇久島、小値賀島等） 

（文化） 

・世界文化遺産登録（長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産） 

黒島の集落（佐世保市）  

  野崎島の集落跡（小値賀町 野崎島） 

・日本遺産 鎮守府 佐世保－日本近代化の躍動を体感できるまち－（横須賀等４旧軍港） 

・日本遺産 日本磁器のふるさと 肥前～百花繚乱のやきもの散歩～（佐世保市三川内ほか） 

（イベント等） 

・させぼシーサイドフェスティバル 

・早岐茶市 

・アメリカンフェスティバル inSASEBO 

・江迎千燈籠まつり 

・YOSAKOI させぼ祭り 

・佐世保ＪＡＺＺ 

・SASEBO JAM FESTIVAL 

・佐世保きらきらフェスティバル 

・九十九島かき食うカキ祭り 

・ハウステンボス 花の王国 

・ハウステンボス 光の王国 

・おぢか国際音楽祭（小値賀町） 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

・佐世保市、北松浦郡小値賀町全域 

・施設数：１９５ 

・収容力：１１，０２１人 

 

令和 3年 4月現在  

収容規模 

（件） 

旅館 

ホテル 

ビジネス 

ホテル 

国民宿舎

等 
民宿 小計 

農林漁業 

体験民宿 
合計 

佐世保市 ４０ ２０ ９ ９ ７８ ６９ １４７ 

小値賀町 ４ ０ ３ ６ １３ ３５ ４８ 

計 ４４ ２０ １２ １５ ９１ １０４ １９５ 
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【利便性：区域までの交通、域内交通】 

 

区域までの交通アクセス 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

香港 

※現在、運休中。 

※ 

※ 

180 

60 
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区域内の海上アクセス 
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区域内の陸上交通 
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【外国人観光客への対応】 

 

① 外国人観光案内所 

・佐世保観光情報センター（JNTO 認定、カテゴリー２） 

・JR佐世保駅構内無料公衆無線 LAN 環境整備 

② 観光情報 

・ホームページ（英語、韓国語、繁体字、簡体字） 

・観光パンフレット５か国語（英語、韓国語、繁体字、簡体字、タイ語） 

・英語･繁体字対応二次交通紹介映像 

・佐世保駅構内デジタルサイネージ（英語、日本語） 

③ 観光施設 

・九十九島水族館 多言語ガイダンス 

・九十九島遊覧船 多言語ガイダンス 

・主要観光地観光看板 ユニボイスコード設置（英語、韓国語、繁体字、簡体字） 

④ 宿泊施設 

・宿泊施設品質認証制度「サクラクオリティ」導入 

・４か国語（英語、韓国語、中国（繁体・簡体））表示（一部） 

・インターネット環境整備 有線、WI-FI（圏域内ほとんどの地域で対応可） 

・衛星放送テレビ（一部） 

⑤ 国際旅客船ターミナル（三浦港、浦頭港） 

⑥ 交通機関 

・クルーズバス海風 多言語化システムの導入（英語、中国（繁体・簡体）） 

・ＳＡＳＥＢＯ軍港クルーズ 多言語化システムの導入（英語、中国（繁体・簡体）） 

・西肥バス 高速バスでの多言語アナウンス 

長崎線・長崎空港線（英語） 

 福岡線（英語、中国（繁体・簡体）） 

⑦ 滞在コンテンツ 

・まち歩きマップ（英語） 

・英語、広東語を話せるガイドが案内するまち歩き 

・海風旅。Experience（英語） 

⑧ マーケティング 

・訪日外国人対象顧客満足度調査（英語、韓国語、繁体字、簡体字） 

・モバイル空間統計周遊分析 

 

３. 各種データ等の継続的な収集･分析 
 

収集するデータ 収集の目的 収集方法 

≪ＷＥＢサイトのアクセス状況

≫ 

①アクセス数（セッション） 

②ページビュー 
 

地域に対する顧客の関心度や施策

の効果等を把握するため。 

海風の国 観光圏 

させぼ･おぢかの観光情報サイト 

https://www.sasebo99.com/ 

Google アナリティクスを活用し

て実施。 

≪観光圏顧客満足度等調査≫ 

①属性 

（性別、年代、居住地） 

②旅行内容 

（同行者、時間、交通、情報

源、動機等） 

経済波及効果の測定および観光

地域づくりの戦略策定に活用す

る。 

・顧客満足度の向上 

・観光客誘致 

・リピーター創造 

・旅行消費額の向上 

来訪者へのアンケート調査 

・観光地における調査員対面式

聞取り調査 

・宿泊施設、観光施設における

留置調査 
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③施設等について 

（回数、期待充足度、費用対

効果、満足度、紹介意向、

再来訪意向、満足度等） 

＜調査項目＞ 

・旅行消費額 

・来訪者満足度 

・リピーター率 

≪佐世保市ＧＡＰ調査≫ 

①属性 

（性別、年代、居住地） 

②認知度・興味度 

（観光地、イベント等） 

③来訪意向・情報経路等 

 

＜調査項目＞ 

・観光素材認知度 

経済波及効果の測定および観光

地域づくりの戦略策定に活用す

る。 

・顧客満足度の向上 

・観光客誘致 

・リピーター創造 

・旅行消費額の向上 

・インターネットによるアンケ

ート調査 

対象「マクロミル」モニター会

員 

≪住民意識調査事業≫ 

①住民が視点のこの街の誇り

②観光振興に対する意識 

③住民が重視する街の観光施

策と現施策に対する評価 

④外部地域に伝えたい街の魅

力 

⑤海風の国の認知とコンセプ

ト評価 

この地域の観光や今の観光事業

に対する住民の意識を調査す

る。 

（地域ブランドの構築に欠かせ

ない地域住民と経営側の共感づ

くりのために必要なデータ収

集。） 

佐世保・小値賀地区にお住まい

の方へのアンケート 

≪モバイル空間統計および

ＳＮＳ分析調査≫ 

①属性 

（性別、年代、居住地） 

②流動状況 

（入出国空港港湾状況等） 

③SNS 分析 

（トリップアドバイザー調

査・インスタグラム調査） 

訪日外国人観光客の周遊動向等

の科学的な分析を行い、圏域の

自治体で情報の共有化を図るこ

とにより、圏域内の観光資源を

有機的に結び付け、地域交流人

口の拡大及び経済活動の活性化

を検討のための基礎資料とす

る。 

・NTT のモバイル空間統計およ

びＳＮＳ・ＷＥＢデータ等ビッ

グデータを活用 

≪旅行商品・プログラムの調

査≫ 

①属性 

（性別、年代、居住地） 

②情報源 

③感想、満足度 

・旅行商品、コンテンツの磨き

上げにより、顧客満足度向上を

図る。 

・旅行商品・プログラム参加者

へのアンケート 

≪長崎県観光統計≫ 

（佐世保市経由） 

①観光概況・動向 

・観光入込客数の把握 

・経済波及効果の算定 

・各市町および宿泊施設からの

報告 
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（国内、外国人） 

②観光客数 

（日帰り、宿泊） 

③観光客推移 

④地域ブロック別動向 

⑤修学旅行宿泊者数、動向 

⑥観光消費額 

 

＜調査項目＞ 

・延べ宿泊者数 

・宿泊施設の稼働率 

≪佐世保市観光統計≫  

（佐世保市共同実施） 

①観光施設入込客数 

②イベント来場者数 

③宿泊者数（実数、延数） 

④外国人観光客数（宿泊者

数） 

⑤観光概況・動向（単年度） 

⑥観光客推移（複数年度） 

・観光入込客数の把握 

・経済波及効果の算定 

 

・各観光施設からの報告 

・イベント等主催者発表 

・宿泊施設からの報告 

 

≪その他≫  

・「お土産」に関する市場ニーズ

調査 

・「旅行体験コンテンツ」に関する

市場ニーズ調査 

・佐世保旅行者と観光スポットの

傾向について 

・旅行商品、コンテンツの磨き

上げにより、有効なアプローチ

方法など、戦略を策定する上で

の基礎資料とする。 

・インターネットによるアンケ

ート調査 

 

 

４. 戦略  

 

（１）地域における観光を取り巻く背景 
近年、人口減少・少子高齢化に直面する最重要課題である「地方創生」において、観光振興は交

流人口を拡大させ、経済効果をもたらし、地域を活性化する原動力として期待されている。こうし

た取り組みを進めるためには、観光地経営を担うための機能と高い専門性を有した観光地域づくり

法人（登録ＤＭＯ）を核として、多様な関係者と合意形成を図りつつ、明確なコンセプトに基づい

た戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施しながら観光地域づくりを進めていくことが必要で

ある。 

当ＤＭＯは、観光庁の基本理念である「住んでよし、訪れてよし」の観光地域を目指して、数あ

る地域づくりの手段の中から、観光を手段として、「誇りがもてる」「暮らしやすい」豊かな地域づ

くりを推進する。また、交流人口の増加は、もたらされる経済波及効果での定住人口の減少を経済

的に補完しつつ、裾野が広い観光関連分野の「産業化」を促進させ新たな仕事を生み出し、将来的

には人口の増加にも寄与することが期待される。 

・西九州させぼ広域都市圏事業において、より広域に取り組みインバウンドの周遊を図った。 

・長崎県がハウステンボスへ統合型リゾート施設(IR)の誘致を進めている。（区域整備計画申請済） 

・国際クルーズ客船の受入強化（三浦岸壁・新みなと岸壁・浦頭岸壁の整備）をしていた。 
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（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 

内

部

環

境 

強み（Strengths） 

･自地域で積極的に活用できる強みは何か？ 

①ハウステンボス、佐世保バーガー等の全国的

知名度 

②西海国立公園に指定された景観・自然環境 

・九十九島（世界で最も美しい湾加盟） 

・小値賀島（日本で最も美しい村 認定） 

③世界文化遺産 

（長崎と天草地方の潜伏ｷﾘｼﾀﾝ関連遺産） 

・黒島の集落（佐世保市） 

・野崎島の集落跡（北松浦郡小値賀町） 

④日本遺産 

・佐世保鎮守府 

（針尾送信所建設 100 周年(R4 年)） 

（旧佐世保鎮守府凱旋記念館建設 100 周年(R5 年)） 

・三川内焼 

⑤基地（海自・陸自・米海軍）、旧海軍鎮守府

等特有の景観・文化・食文化 

⑥豊かな農林水産資源 

・長崎和牛     ・九十九島かき 

・九十九島とらふぐ ・西海みかん 

・おぢか島の落花生  等 

⑦地域ならではの食・グルメ・コンテンツ 

・レモンステーキ ・佐世保バーガー 

・海軍さんのビーフシチュー 

・近海で獲れた魚介類を使った料理 

・クルーズやマリンレジャーなど海を 

活かした体験コンテンツ等 

⑦ 民泊および古民家の宿泊施設への活用 

 ・小値賀町、佐世保市（宇久町、世知原

町） １０４軒 

 ・小値賀町古民家ステイ ６軒 

⑨日本列島の最西端に位置し、東アジア（中

国、韓国、香港、台湾）に近接する地理的

優位性 

⑩JR佐世保駅と佐世保港など交通の要衝と中

心市街地との距離感が近い 

⑪国際旅客船ターミナル（佐世保港三浦地

区、浦頭地区） 

 

弱み（Weaknesses） 

･自地域で改善を必要とする弱みは何か？ 

①交通アクセス、二次交通、施設 

・長崎空港からのアクセス 

・圏域内の周遊 

・離島、本土間の航路 

・バスと公共交通機関 

・市内中心部はビジネスホテルが多く、リ

ゾート系宿泊施設が不足 

②マーケティング･プロモーション 

・九十九島が景観を観る観光に寄ってお

り、マリンアクティビティなど体験する

コンテンツの認知不足 

③体験プログラム 

 ・市内回遊を促す魅力的なプログラム 

 ・夜の魅力 

④地域における少子高齢化・人口減少が進む

ことによる、地域観光の担い手不足 

 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 

･自地域にとって追い風となる要素は何か？ 

①コロナ感染症拡大に伴う国内旅行への回帰 

②九州一体となった長崎 IR の誘致 

③長崎新幹線の開業（R4暫定開業） 

④西九州自動車４車線化 

脅威（Threat） 

･自地域にとって逆風となる要素は何か？ 

①全国的な少子高齢化、人口減少による旅行

規模の縮小 

②新型コロナウイルスの影響 

③災害、テロ等イベントリスクによる観光全

体の不安定化 
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⑤佐賀･長崎ﾃﾞｽﾃｨﾈｰｼｮﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ（R4） 

⑥SNS 等での旅行情報取得機会の増加 

⑦ICT 活用によるオンライン化、非接触化 

 

[コロナ前の状況（収束後の機会）] 

⑧外国人観光客の増加とローカル志向 

⑨クルーズ観光の需要拡大 

 

④周辺の港整備の乱立（長崎港２バース化、

唐津港など） 

⑤中国クルーズ船は免税店が主となってお

り、市内消費が乏しい 

※上記に加え、ＰＥＳＴ分析等の他のマーケティング分析手法を用いて分析を行っている場合は、その内容を記入（様式自由）。 

（３）ターゲット 
≪第１ターゲット層≫  

福岡を中心とした北部九州（福岡･佐賀･長崎･熊本･大分） ２０～５０代女性（Ｆ１～Ｆ３層） 

 

≪選定の理由≫ 

20 代から 50 代の女性年齢層には、子どものいる世帯や夫婦世帯が含まれており、現状でも本市

への来訪が最も多い層であることから、この層をメインターゲットとすることが最も効果的と思

われる。令和元年度来訪者満足度調査では、本市来訪者の約 7割が九州 7県からであるため、マ

イクロツーリズムの観点からも近隣からのリピーター獲得を目指す。 

≪取組方針≫ 

①満足度調査の充実などにより再来訪意向につながる要因を分析し、分析結果に基づいてターゲッ

ト層に強力に訴求するコンテンツを磨き上げる。 

②地域における観光客受入体制の整備と滞在交流プログラムの企画造成により、滞在時間の延長に

よる宿泊率向上を図るとともに地域消費額の増額等による地域振興及び地域経済効果の向上を図

る。 

 

 

≪第２ターゲット層≫ 

訪日外国人（重点地域：香港・台湾・中国(上海)・韓国）特にＦＩＴ層 

≪選定の理由≫ 

本区域は、日本の最西端に位置し、東アジアと近く、近年香港からの新規航空路線の開通など追

い風になる（長崎空港は現在運休中）。また、訪日外国人旅行者の約 7割が重点地域からであり、

リピーター率も高い傾向にあります。本市外国人宿泊者数も同様の傾向であることから、このエ

リアをメインターゲットとする。 

≪取組方針≫ 

①満足度調査の充実などにより再来訪意向につながる要因を分析し、分析結果に基づいてターゲッ

ト層に強力に訴求するコンテンツを磨き上げる。 

②現地のＷＥＢ等を活用したプロモーションの強化 

 

 

≪第３ターゲット層≫ 

国内（主に首都圏）３０～５０代女性 

≪選定の理由≫ 

ニーズＧＡＰ調査により、本ターゲット層は「認知度が低い」ものの、「関心度の高さ」が確認さ

れており、首都圏が持つ、人口規模、経済性等から大きな効果を狙う。 
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≪取組方針≫ 

①顧客満足度調査の充実などにより再来訪意向につながる要因を分析し、分析結果に基づいてター

ゲット層に強力に訴求するコンテンツを磨き上げる。 

②ニーズＧＡＰ調査に基づき、スター候補となる観光素材を抽出し、コンテンツの創造とストーリ

ーを付加した商品開発を行い、Ｗｅｂ、ＳＮＳを活用し発信を行う。 

 

 

≪第４ターゲット層≫  

欧米豪在住の日本文化に興味がある富裕層 

 

≪選定の理由≫ 

①日本の歴史・伝統・文化に関心の高い欧米豪が、地域文化に根ざした滞在交流型観光に興味を示

すことが期待できるため。 

②当圏域の中心都市である佐世保市は、戦後一貫して米国との深い交流の歴史を有する。 

≪取組方針≫ 

①満足度調査により再来訪意向につながる要因を分析し、分析結果に基づいてターゲット層に強力

に訴求できるよう、受入体制や滞在コンテンツなどの磨き上げを行う。 

②「Undiscovered Japan」の活動により、販路拡大を行う。 

 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 
「海風の国」暮らしを育む海舞台 ～浦々の四季で迎える西海物語～ 

②コンセプトの考え方 ・「海風の国」 

海に生きてきた人々の暮らすところ。 

「風」・・・出会い、交流し、共生する人々の躍動感。 

 西の海から、日本の文化に新しい風を送り込んできた本圏域の歴史

的存在価値を表現。 

・「暮らしを育む海舞台」 

「海」を舞台とした人々の交流、営みを表現。 

 無数にある島、半島、崎、入り江や浦と一体化した「海」が人々の

営みの場であることを、本圏域の特性、独自の価値とする。 

 

・「浦々の四季で迎える西海物語」 

 「島々」「複雑な海岸線」「全長２８８Km に及ぶ自然海岸」といっ

た、他にない地勢からくる歴史背景と、その延長にある無数の浦々

の暮らしの場を旅のステージとする。 

 

「海風の国」は九州西北部、日本列島の最西端に位置する。 

大陸に最も近く、温暖でおだやかな気候と、複雑なリアス海岸と無数に

ある島や半島は、暮らしの場となる穏やかな浦々を形成し、目の前に広が

る海は豊かな恵みをもたらした。 

また、海は異文化との交流の舞台ともなり、「海風の国」の人々は、異

文化を驚きと喜びをもって取り入れてきた。 
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この「海」を旅のステージとして、島国日本に住む私たち日本人の心の

源流を体感する旅を提供していくことで、本圏域の観光地域ブランドを確

立していく。 

それは暖かいこの地域の海がもたらす豊かさであり、旅人を気持ちよく

受入れる人々の気持ちであり、異なるものと出会う発見の喜びである。 

「海風の国」観光圏では、海を旅し、浦々での海の暮らしに出会う旅を提

供する。 

 

５. 関係者が実施する観光関連事業と戦略との整合性に関する調整･仕組み作り、 

プロモーション  
 

項目 概要 
戦略の多様な関係者と

の共有 

※頻度が分かるよう記

入すること。 

①最高意思決定機関として、佐世保市長・小値賀町長・おぢかアイランドツ

ーリズム協会理事長・佐世保観光コンベンション協会理事長からなる、「海

風の国」観光圏推進協議会での共有。（年 1回） 

②同協議会の決定を推進するため、官民の多様な関係者が参加する「海風の

国」推進委員会での共有。（年 2回程度開催） 

③DMO が事務局となり、市町、宿泊事業者、観光事業者、交通事業者（鉄道、

バス、タクシー、船舶）、商工、農林水産事業者、金融、教育機関など多様

な関係者が参画するワーキンググループにより事業の進捗を管理・共有。

（年 4回程度開催） 

[海風の国ワーキンググル－プ] 

1.インバウンド・品質管理   2.プログラム・商品造成 

3.食文化           4.マーケティング・プロモーション 

観光客に提供するサー

ビスについて、維持･

向上・評価する仕組み

や体制の構築 

①「海風の国観光マイスター」の認定制度により、本区域についての様々な

情報と豊かな知識（地理・歴史・文化・食等）とおもてなしの心をもって

来訪者を案内できる人材を育成し、迎え入れ体制の拡充を図る。 

②海風の国観光マイスター取得者やボランティアガイド団体で構成される、

区域の来訪者受入れに携わる人材によるネットワーク「海風ネットワー

ク」へ、区域の歴史や自然を学ぶ機会や活動の機会、観光地域づくりの取

り組みへの参加機会の情報提供・共有により、サービスの向上、迎え入れ

体制の拡充を図る。 

③国土交通大臣より全国 13 の地域が認定された観光圏がアライアンスを組

み宿泊施設など地域が提供する観光サービスに係る品質認証制度（サクラ

クオリティ）の導入。 

④周遊滞在型観光の受入体制強化の為の地域における人材育成を、５つの重

点エリアを中心に定期的に実施することで、サービスの向上、迎え入れ体

制の拡充を図る。 
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⑤顧客満足度調査を実施し、飲食店や宿泊施設をはじめとする地域の関係

者に分析結果の報告会を行い、サービスの向上と迎え入れ体制を強化す

る。 

観光客に対する地域一

体となった戦略に基づ

く一元的な情報発信･

プロモーション 

①「海風の国」佐世保･小値賀公式ＨＰ及びＳＮＳ 

②マーケティング調査に基づき、ターゲット、広告媒体の選定等を行い、

ＤＭＯで情報発信の一元管理。 

 

※各取組について、出来る限り具体的に記入すること。 

 

６. ＫＰＩ（実績・目標） 

※戦略や個別の取組を定期的に確認・改善するため、少なくとも今後３年間における明確な数値目標を

記入すること。 

※既に指標となりうる数値目標を設定している場合には、最大で過去３年間の実績も記入すること。 

（１）必須ＫＰＩ ※新型コロナウイルス感染症拡大前に設定した数値目標 

※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値 

※新型コロナウイルスの影響を受け旅行需要が大きく変化していることから、各ＫＰＩの目標値につ

いては、今後の動向・予測を精査し、改めて設定する。 

  

指標項目  
2019 

（Ｒ１）

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

●旅行消費額 

（百万円） 

目

標 

110,150 116,760 123,770 131,200 139,070  

（8,273） （9,387） (10,898) (12,389) (14,285) （ ） 

実

績 

86,802 44,376 43,635    

（5,319） （1,857） （1,539） （ ） （ ） （ ） 

●延べ宿泊者数 

（千人） 

目

標 

1,838 1,913 1,977 2,052 2,115  

（235） （267） （309） （352） （405） （ ） 

実

績 

1,698 1,098 1,026    

（167） （66） （55） （ ） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

88.0 90.0 91.0 92.0 93.0  

（51.6） （52.7） （53.3） （53.9） （54.5） （ ） 

実

績 

89.7 95.2 93.4    

（93.7） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

73.5 73.8 74.0 74.2 74.3  

（0.811） （0.816） （0.821） （0.826） （0.832） （ ） 

実

績 

56.7 63.4 72.5    

（22.4） （－） （－） （ ） （ ） （ ） 
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目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 

 

【検討の経緯】 

平成 25 年度より観光地域ブランド確立支援事業を実施するにあたり 5ヵ年の数値目標を佐世保市

と小値賀町にて設定。観光旅客の動向、ニーズ等の情報収集とともに、内的及び外的環境の影響等

の分析を行う。毎年度、目標数値及び事業の進捗の評価を行い、改善のための見直しを実施し、必

要な計画の変更を行う。目標数値は、新型コロナウイルス感染症拡大前の平成 29 年度に設定。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●旅行消費額 

・実績（H26-H28）＝佐世保市＝市観光統計、小値賀町＝県観光統計 を使用。 

・ＫＰＩ（H29-R1）＝観光ビジョン国の目標値に＋5％。R2年（2020）の目標値を H27 年（2015）実

績より約 10％増とする。 

※観光ビジョン：H32 年（2020）の目標値が H27 年（2015）実績より約 5％増。 

●旅行消費額（外国人） 

・実績（H26-H28）＝旅行消費額全体から、佐世保市の外国人延べ宿泊者数の割合で算出。 

・ＫＰＩ（H29-R1）＝観光ビジョン（国の目標値）に順ずる。R2 年（2020）の目標値を H27

（2015）実績の 2倍超とする。 

●延べ宿泊者数 

・実績（H26-H28）＝長崎県観光統計の佐世保と小値賀の実績合計。 

・ＫＰＩ（H29-R1）＝佐世保市総合計画（R1 年まで）の数値と小値賀の合計。小値賀の数値は、 

平成 28 年度実績を適用。 

●延べ宿泊者数（外国人） 

・実績（H26-H28）＝長崎県観光統計の佐世保と小値賀の実績合計 

・ＫＰＩ（H29-R1）＝国の目標値に順ずる。R2年（2020）の目標値をＨ27年度の 3倍弱とする。 

●来訪者満足度 

・実績（H26-H29）＝全国観光圏でのデータ（事業者＝㈱アンド・ディ） 

・ＫＰＩ（H29- R1）＝H26 年（2014）から下降傾向にある満足度を、R1（2019）に、H26 と同じ

88％とする。 

●リピーター率 

・実績（H26-H29）＝全国観光圏でのデータ（事業者＝㈱アンド・ディ） 

・ＫＰＩ（H29-R1）＝佐世保市総合計画（R1 年まで）に順ずる。 

 

 

 

（２）その他の目標 

指標項目  
2019 

（Ｒ１）

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

●宿泊施設の稼

働率(定員比) 

目

標 

55.8 56.4 56.8 57.3 57.8  

（－） （－） （－） （－） （－） （ ） 

実

績 

48.6 28.6 28.2    

（－） （－） （－） （－） （－） （ ） 

●ワンストップ

窓口での旅行

商品参加者数 

目

標 

1,728 2,073 2,488 2,985 3,582  

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

実

績 

1,527 160 233    

（－） （－） （－） （－） （－） （ ） 

●観光素材認知

度（関東） 

目

標 

72.0 74.0 76.0 78.0 80.0  

（－） （－） （－） （－） （－） （ ） 
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※括弧内は、訪日外国人旅行者に関する数値  ※各指標項目の単位を記入すること。 

※新型コロナウイルスの影響を受け旅行需要が大きく変化していることから、各ＫＰＩの目標値につ

いては、今後の動向・予測を精査し、改めて設定する。 

 

指標項目及び目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 
【検討の経緯】 

平成 25 年度より観光地域ブランド確立支援事業を実施するにあたり 5ヵ年の数値目標を佐世保市

と小値賀町にて設定。観光旅客の動向、ニーズ等の情報収集とともに、内的及び外的環境の影響等

の分析を行う。毎年度、目標数値及び事業の進捗の評価を行い、改善のための見直しを実施し、必

要な計画の変更を行う。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●宿泊施設の稼働率（定員比） 

・佐世保市総合計画（R1年まで）の数値と小値賀の合計。小値賀の平成 29以降の目標数値は、平成

28 年度実績を適用。 

●ワンストップ窓口での旅行商品予約数 

・前年比 20％増 

●観光素材認知度（関東） 

・海風の国の圏域を代表し「九十九島（くじゅうくしま）」の認知度を平成 30年度に 70％に設定。

以降、微増（2～3％増） 

●公式ＨＰアクセス数 

・毎年、前年比 10％増 

●公式ＨＰページビュー 

・1アクセス当たり 3ページビュー 

 

７. 活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し  

※少なくとも今後３年間について、計画年度毎に（１）収入、（２）支出を記入すること。 

※現に活動している法人にあっては、過去３年間の実績も記入すること。 

（１）収入 

年（年度） 総収入（円） 内訳 
2016（Ｈ28）

年度 
513,550,006（円） 1.会費収入                            3,975,001 円 

2.収益                           331,324,849 円 

3.市町村からの補助金等         127,037,039 円 

4.都道府県からの補助金         16,439,000 円 

5.国からの補助金            29,179,573 円 

6.その他                5,594,544 円 

実

績 

62.1 62.3 62.2    

（－） （－） （－） （－） （－） （ ） 

●公式ＨＰアク

セス数 

目

標 

690,000 760,000 840,000 930,000 1,023,000  

（－） （－） （－） （－） （－） （ ） 

実

績 

651,934 617,452 841,273    

（－） （－） （－） （－） （－） （ ） 

●公式ＨＰペー

ジビュー 

目

標 

2,070,000 2,140,000 2,360,000 2,600,000 2,860,000  

（－） （－） （－） （－） （－） （ ） 

実

績 

1,638,844 1,504,868 1,769,416    

（－） （－） （－） （－） （－） （－） 
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2017（Ｈ29）

年度 
488,562,401（円） 1.会費収入                            3,833,334 円 

2.収益                          276,881,426 円 

3.市町村からの補助金等        161,331,956 円 

4.都道府県からの補助金         12,351,000 円 

5.国からの補助金            24,702,066 円 

6.その他                             9,462,619 円 
2018（Ｈ30）

年度 
364,887,333（円） 1.会費収入                            4,075,000 円 

2.収益                          192,955,327 円 

3.市町村からの補助金等        138,870,489 円 

4.都道府県からの補助金          3,749,000 円 

5.国からの補助金            14,556,700 円 

6.その他                            10,680,817 円 
2019（Ｒ１）

年度 
317,182,493（円） 1.会費収入                            4,290,832 円 

2.収益                          144,147,675 円 

3.市町村からの補助金等        150,590,839 円 

4.都道府県からの補助金          8,247,000 円 

5.国からの補助金             3,823,280 円

6.その他                             6,082,867 円 
2020（Ｒ２）

年度 
401,586,972（円） 

 
1.会費収入                               40,000 円 

2.収益                          135,463,803 円 

3.市町村からの補助金等         244,340,874 円 

4.都道府県からの補助金          1,016,000 円 

5.国からの補助金            18,004,740 円 

6.その他                            2,721,555 円 

2021（Ｒ３）

年度 

509,074,798（円） 

 
1.会費収入                            3,770,000 円 

2.収益                           83,560,941 円 

3.市町村からの補助金等         407,261,230 円 

4.都道府県からの補助金          3,506,000 円 

5.国からの補助金             7,314,383 円 

6.その他                             3,662,244 円 
2022（Ｒ４）

年度 

608,085,196（円） 

 
1.会費収入                            3,900,000 円 

2.収益                           88,009,640 円 

3.市町村からの補助金等         503,995,556 円 

4.都道府県からの補助金          3,600,000 円 

5.国からの補助金             2,761,000 円

6.その他                            5,819,000 円 
2023（Ｒ５）

年度 

294,010,000（円） 

 
1.会費収入                            4,000,000 円 

2.収益                           57,010,000 円 

3.市町村からの補助金等         211,000,000 円 

4.都道府県からの補助金          2,000,000 円 
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5.国からの補助金                     0 円

6.その他                           20,000,000 円 

2024（Ｒ６）

年度 

296,548,000（円） 

 
1.会費収入                            4,200,000 円 

2.収益                           59,348,000 円 

3.市町村からの補助金等         211,000,000 円 

4.都道府県からの補助金          2,000,000 円 

5.国からの補助金                     0 円

6.その他                           20,000,000 円 

 
（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 
2016（Ｈ28）

年度 

520,222,859（円） 1.一般管理費             11,047,744 円 

2.観光振興事業等          197,399,820 円 

3.観光地域づくり・ブランド確立      97,503,331 円 

4.収益事業               214,271,964 円 
2017（Ｈ29）

年度 
503,043,981（円） 1.一般管理費             10,117,633 円 

2.観光振興事業等          161,865,223 円 

3.観光地域づくり・ブランド確立     101,594,903 円 

4.収益事業               229,466,222 円 

2018（Ｈ30）

年度 

368,733,890（円） 1.一般管理費              8,868,788 円 

2.観光振興事業等          111,804,973 円 

3.観光地域づくり・ブランド確立      86,030,736 円 

4.収益事業               162,029,393 円 

2019（Ｒ１）

年度 

325,447,977（円） 1.一般管理費              8,705,328 円 

2.観光振興事業等          136,141,443 円 

3.観光地域づくり・ブランド確立      67,449,488 円 

4.収益事業               113,151,718 円 

2020（Ｒ２）

年度 

413,696,034（円） 1.一般管理費              8,708,997 円 

2.観光振興事業等          233,756,359 円 

3.観光地域づくり・ブランド確立      82,978,830 円 

4.収益事業                88,251,848 円 

2021（Ｒ3）

年度 
519,874,237（円） 1.一般管理費              8,927,676 円 

2.観光振興事業等          362,425,508 円 

3.観光地域づくり・ブランド確立      71,687,356 円 

4.収益事業                76,833,697 円 

2022（Ｒ４）

年度 
611,201,076（円） 1.一般管理費             10,924,474 円 

2.観光振興事業等          462,733,516 円 

3.観光地域づくり・ブランド確立      76,288,556 円 

4.収益事業                61,254,530 円 
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2023（Ｒ５）

年度 
329,208,000（円） 1.一般管理費             49,000,000 円 

2.観光振興事業等          130,000,000 円 

3.観光地域づくり・ブランド確立     104,000,000 円 

4.収益事業                46,208,000 円 

2024（Ｒ６）

年度 

331,078,000（円） 1.一般管理費             49,000,000 円 

2.観光振興事業等          130,000,000 円 

3.観光地域づくり・ブランド確立     104,000,000 円 

4.収益事業                48,078,000 円 

 
（３）自律的･継続的な活動に向けた運営資金確保の取組･方針 

 

 当ＤＭＯは、公益法人として、公益性の高い活動を実施しています。全事業のうち、公益目的事業

が、職員の業務時間の割合でみますと約 92％を占めています。これにより人件費を含む運営にかかる

経費の大半を、佐世保市からの補助金で財源確保しています。 

あわせて、地域の官民の関係者との役割分担をした上で、着地型旅行商品の造成･販売など、観光地域

づくりの一主体として個別事業を実施しています。 

 

（１）行政からの補助金等 

  ① 佐世保市の補助金（事業費、運営費） 

  ② 国、県の補助事業（事業費） 

（２）自主事業 

① 旅行事業（コンベンション事務局代行、着地型旅行商品、ふるさと納税返礼品等） 

② チケット販売（ハウステンボス入場券、九十九島パールシーリゾート水族館等） 

③ 物販事業（自社商品、受託商品） 

④ 委託事業（委託手数料収入） 

⑤ 不動産事業（佐世保観光交流センターの賃貸） 

（３）賛助会員の会費 

 

※別紙「佐世保 CVR3-5 収益事業計画」参照 

 
 
８. 観光地域づくり法人形成･確立に対する関係都道府県･市町村の意見 

 

佐世保市：公益財団法人佐世保観光コンベンション協会を本市及び小値賀町における地域連携ＤＭ

Ｏとして登録したいので、公益財団法人佐世保観光コンベンション協会とともに申請し

ます。 

小値賀町：公益財団法人佐世保観光コンベンション協会を本町及び佐世保市における地域連携ＤＭ

Ｏとして登録したいので、公益財団法人佐世保観光コンベンション協会とともに申請し

ます。 
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長 崎 県：公益財団法人佐世保観光コンベンション協会は、平成２５年度から『「海風の国」佐世

保・小値賀観光圏』の観光地域づくりプラットフォームとして佐世保市・小値賀町の観光

地域ブランド確立に向けた取組を進めており、既に当該地域における観光地域づくりの舵

取り役としての役割を担っている。今後、当該法人が継続して観光地域づくり法人（ＤＭ

Ｏ）として、マーケティング・マネジメント体制が強化されることにより、当区域への誘

客及び地域の活性化が一層図られることを期待する。 

 

 

９. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 松田紹弘 

担当部署名（役職） 事業部 地域販売課（課長代理） 

郵便番号 857-0863 

所在地 長崎県佐世保市三浦町 21-1 

電話番号（直通） 0956-23-3369 

ＦＡＸ番号 0956-23-6750 

Ｅ－ｍａｉｌ matsuda@sasebo-sight.com ／ sasebo208@rapid.ocn.ne.jp 

 

１０. 関係する都道府県･市町村担当者連絡先 

 

都道府県･市町村名 長崎県 

担当者氏名 森尾巧 

担当部署名（役職） 文化観光国際部観光振興課観光まちづくり班（主事） 

郵便番号 850-8570 

所在地 長崎市尾上町３番１号 

電話番号（直通） 095-895-2643 

ＦＡＸ番号 095-826-5767 

Ｅ－ｍａｉｌ t-morio@pref.nagasaki.lg.jp 

 

都道府県･市町村名 佐世保市 

担当者氏名 古川哲 

担当部署名（役職） 観光商工部観光課（課長補佐） 

郵便番号 857-8585 

所在地 佐世保市八幡町 1-10 

電話番号（直通） 0956-24-1111 

ＦＡＸ番号 0956-25-9680 

Ｅ－ｍａｉｌ satoshi.furukawa@city.sasebo.lg.jp 
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都道府県･市町村名 北松浦郡小値賀町 

担当者氏名 吉岡稔央 

担当部署名（役職） 産業振興課（主事） 

郵便番号 857-4701 

所在地 北松浦郡小値賀町笛吹郷 2376-1 

電話番号（直通） 0959-56-3111 

ＦＡＸ番号 0959-56-4185 

Ｅ－ｍａｉｌ yoshioka-toshihisa@town.ojika.lg.jp 

 



法人名：公益財団法人佐世保観光コンベンション協会
登録区分名：地域連携ＤＭＯ

【区域】 長崎県佐世保市、北松浦郡小値賀町
【設立日】 平成15年4月1日
【登録日】 平成29年11月28日
【代表者】 飯田 満治（理事長）
【財務責任者（CFO）】宮地秀郎
【マーケティング責任者（CMO）】三條 基継
【職員数】 24人
（常勤24人（正職員8人、契約社員16人）
【連携する主な事業者】
ハウステンボス（株）、させぼパール・シー（株）
西肥自動車（株）、（株）十八親和銀行
佐世保市タクシー協会[法人14社･個人1組合]
佐世保旅館ホテル協同組合[24施設]等

合意形成の仕組み
※（）内は訪日外国人旅行者に関する数値
※新型コロナウイルス感染症拡大前に設定した数値目標

法人のこれまでの活動実績

【観光資源の磨き上げ】
・周遊バス「SASEBOクルーズバス海風」整備
・遊覧船「SASEBO軍港クルーズ」整備
・宇久・小値賀観光ダイビング造成
【受入環境の整備】
・海風の国ガイド人材育成
・観光拠点施設「黒島ウェルカムハウス」建設
・観光品質認証制度「Sakura Quality」導入
【情報発信・プロモーション】
・「海風の国」首都圏食の発信基地事業
・Undiscovered Japan情報発信事業
・九州３観光圏連携事業
・海風の国プロモーションキャンペーン

戦略

【該当する登録要件】①、②

１．「海風の国」佐世保・小値賀観光圏推進協議会
２．「海風の国」佐世保・小値賀観光圏推進委員会
３．「海風の国」佐世保・小値賀観光圏戦略会議
４．「海風の国」佐世保・小値賀観光圏ﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞ ﾙｰﾌﾟ
・インバウンド・品質管理ＷＧ ・食文化ＷＧ
・プログラム商品造成ＷＧ
・マーケティング・プロモーションＷＧ

【第１ターゲット層】
福岡を中心とした北部九州 ２０～５０代女性

【ターゲットの誘客に向けた取組方針】

①満足度調査の充実などにより再来訪意向
につながる要因を分析し、分析結果に基づい
てターゲット層に強力に訴求するコンテンツを
磨き上げる。

②地域における観光客受入体制の整備と滞
在交流プログラムの企画造成により、滞在時
間の延長による宿泊率向上を図るとともに地
域消費額の増額等による地域振興及び地域
経済効果の向上を図る。

観光関連事業者と戦略との整合性に
関する調整・仕組み作り、プロモーション

多様な事業者、地域住民参加のワーキンググ
ループを開催し、景観形成やトレイルルートの造
成、プログラム造成など意見交換を行っている。
また、地域住民・行政・ＣＶ協会・地域づくり実践
者の他、交通機関や観光事業産業従事者らが
一丸となった取組みであることの理解促進を図
るため、海風の国シンポジウムを開催。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【主な収入】 509百万円（会費収入4百万円、収益83百万円、
補助金等418百万円、その他4百万円）

【総支出】 520百万円（事業費511百万円、一般管理費9百万円）
※R3年度決算

【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
・不動産事業、賛助会費、旅行事業、物販事業、佐世保市補助金等

マーケティング・マネジメントする区域

ＫＰＩ（実績･目標）

「海風の国」暮らしを育む海舞台～浦々の四季で迎える西海物語～

【主な観光資源】
西海国立公園（九十九島）
ハウステンボス
世界遺産「黒島の集落」「野崎島の集落跡」
日本遺産「佐世保鎮守府」「三川内焼」 等


