
第5回観光おもてなし研究会説明資料 

• （公財）佐世保観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会の組織体制について 

• 事業内容・自主財源について 

• 協会職員の雇用における問題点 

• 行政（佐世保市）との関わりについて 

• 観光協会の運営に関する問題点・課題 

• 問題点・課題の解決策 

• 今後の展望 

地域における観光協会のあり方 

（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  
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佐世保市の位置 

SASEBO City 
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■面 積 426.49㎡ 
  <合併地域> 
  平成17年 世知原・吉井 
   平成18年 宇久・小佐々 
   平成22年 江迎・鹿町 
 
■人 口 254,546人 
   （平成26年4月1日） 
 
■自然環境 
 ・外洋性多島海 
 ・西海型気候区 温暖多雨 
 ・溶岩台地／なだらかな山容 
 
■主な産業   
  造船業 観光業 
 
 
 
  

佐世保市の概要 
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佐世保の観光集客力 
               ●平成25年佐世保市観光統計 速報値  
   ・観光客数      5,387,500人（前年比 108.0%） 
   ・宿泊観光客数    1,528,100人（前年比 126.1%)  
   ・日帰り観光客数  3,859,400人（前年比 102.2%） 
 
 ●２大観光拠点「ハウステンボス」と「九十九島パールシーリゾート   
   （西海国立公園）」の集客力が全体の約62％を占める 
 
 ●外国人宿泊客数 
   平成25年   127,210人（前年比 122.5%） 
   東アジア地域が大半を占める 
   （台湾・韓国・香港・タイ・中国など）  
       
 ●体験型プログラム・ツアー数   57プログラム  
             参加者数  約160,000人（年間） 
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（公財）佐世保観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会の組織体制について 
【経過】  平成１５年４月  財団法人佐世保観光コンベンション協会発足 
                 （社団法人佐世保観光協会と財団法人佐世保観光開発公社の合併） 
       平成２５年４月  公益財団法人へ移行 
                  「海風の国」佐世保・小値賀観光圏認定 
【目的】 
佐世保市及び周辺地域との緊密な連携のもとに観光客の誘致、コンベンション（国際・国内の  
各種会議、展示会等）の誘致を行うことにより、佐世保市における観光及びコンベンションの振興
を図り、もって国際、国内観光の振興による人的交流の促進並びに地域経済の活性化及び文化
の向上に寄与することを目的とする。 
【事業】 
目的を達成するため、次の事業を行う。 
 （１） 観光客の誘致及び受入 
 （２） コンベンションの誘致及び主催者に対する支援 
 （３） 観光・コンベンション都市佐世保の広報及び宣伝 
 （４） 観光及びコンベンションの調査、企画及び開発 
 （５） 佐世保市からの委託による受託事業の管理運営 
 （６） 不動産賃貸事業及び駐車場運営事業 
 （７） 旅行業法に基づく旅行業 
 （８） 賛助会員向け事業 
 （９） その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

公益性 収益性 
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平成２６年度（公財）佐世保観光コンベンション協会 組織図 2014年4月現在 

【事務局】 

観光圏推進委員会 

執行機関（9） 

観光圏推進協議会 

最高意思決定機関（4） 

「海風の国」佐世保・小値賀観光圏 

理事会 評議員会 

監事 
検討部会 

賛助集会 

理事長（1） 

副理事長（3） 

常務理事（1） 

理事（2） 

評議員（13） 

（2） 

（約400） 

職員     3 

契約       14 

市派遣    2 

企業派遣  2 

計           21 

 
※市派遣 

 ・観光物産振興局 

※企業派遣 

 ・ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 

 ・させぼﾊﾟｰﾙ・ｼｰ 

宣伝課（3） 事業課（2） 

事務局長 
（常務理事） 

観光地域づくり 

推進室（6） 

事業部（1） 

ワンストップﾟ窓口 

・旅行企画（1）・観光情報ｾﾝﾀｰ（3） 

日本一長崎和牛ブランド強化県北協議会 

事務局（1） 

総務部（1） 

総務課（2） 
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平成25年度 実施事業について 

企画部 宣伝課 

 
【補助事業】 
 ①広報・ＰＲ事業 
 ②グルメ観光推進事業 
 ③印刷物事業 
 
【委託事業】 
 ④長崎がんばらんば国体事業 
 ⑤長崎和牛ブランド強化事業 
 
【自主事業】 
 ⑥企画チケット販売事業（収益事業） 

企画部 総務課 

 
【自主事業】 
 ①駐車場事業（収益事業） 
 ②賛助会員事業 
 ③賃貸事業（収益事業） 
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平成25年度 実施事業について 

事業部 
 
【補助事業】 
 ①コンベンション誘致事業 
 ②国際観光誘致事業 
 ③訪日外国人誘致事業 
 ④国内観光誘致事業 
 ⑤クルーズ船受入事業 
 ⑥修学旅行誘致事業 
 
【委託事業】 
 ⑦佐世保観光情報センター運営事業 
 
【自主事業】 
 ⑧旅行業事業（収益事業） 

観光地域づくり推進室 
 
【負担金事業】 
 ①「海風の国」佐世保・小値賀観光圏事業 
 
【補助事業】 
 ②観光地域づくり推進事業 
 ③観光地域ブランド確立基盤づくり支援事業 
 
【委託事業】 
 ④「させぼエコツーリズム」ランドオペレーター 
   運営事業 
 ⑤着地型観光商品「時旅」管理案内事業 
 ⑥過疎地域観光モニターツアー支援事業 
 ⑦佐世保ウォーキング事業 
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収支

平成22年度 278,334 会費 4,699 1.7% 292,382 補助事業費 167,020 △ 14,048

補助金 140,107 50.3% 委託事業費 57,047

委託料 59,025 21.2% 事業費 18,032

負担金 0 0.0% 管理費 44,304

事業収入 71,941 25.8% 減価償却費 5,979

その他 2,562 0.9%

収支

平成23年度 279,434 会費 4,273 1.5% 290,501 補助事業費 161,229 △ 11,067

補助金 141,750 50.7% 委託事業費 51,603

委託料 53,111 19.0% 事業費 23,428

負担金 0 0.0% 管理費 46,813

事業収入 78,562 28.1% 減価償却費 7,428

その他 1,738 0.6%

収支

平成24年度 258,232 会費 3,977 1.5% 259,547 補助事業費 149,690 △ 1,315

補助金 137,019 53.1% 委託事業費 32,939

委託料 35,859 13.9% 事業費 26,753

負担金 0 0.0% 管理費 43,474

事業収入 79,676 30.9% 減価償却費 6,691

その他 1,701 0.7%

収入 支出

収入 支出

佐世保観光コンベンション協会　一般会計　収支決算状況　　

収入 支出
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収益事業等による自主財源の確保について 

●旅行業事業の開始（平成22年度～） 
 ・平成21年10月   第3種旅行業登録 
 ・平成22年3月   第2種旅行業へ変更登録 
 ・平成22年度   着地型観光商品「SASEBO時旅」造成 
 ・平成23年度   「SASEBO時旅」販売開始 
 

●企画チケット販売事業の開始（平成22年度～） 
 ・観光施設（水族館・ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ）の企画チケットの商品化を行い、宿泊施設に 
   て企画チケットを利用し、宿泊プランとして販売。 
 

●駐車場事業の開始（平成22年度～） 
 ・24時間営業の有料駐車場の運営開始 
 

●賃貸事業 
   ・観光交流センター（平成5年開設）の賃貸事業の継続 
 

●会費収入 
 ・賛助会員（1口：10,000円）の確保 
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賛助会員（会費収入）の推移 

 当協会発足時からの賛助会員数及び会費収入の推移は以下のとおり。 

（単位：人）

Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25

法人会員 442 461 413 403 367 380 357 364 335 362 359

個人会員 70 65 40 39 31 29 27 23 20 17 16

合計 512 526 453 442 398 409 384 387 355 379 375

（単位：千円）

Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25

会費収入 4,305 5,245 4,790 4,610 4,845 4,020 4,400 4,699 4,273 3,977
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平成24年度における収益事業実施による収支状況 

（単位：千円）

収入 支出 収支

賃貸料収入 20,610 14,066 6,544

商品売上収入 1,622 1,268 354

旅行業収入 1,179 934 245

「時旅」商品販売収入 5,618 3,411 2,207

駐車場事業収入 14,964 9,171 5,793

企画チケット販売収入 51,599 47,107 4,492

計 19,635
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職員の雇用における問題点 

【現状】 
 ●人件費は行政からの運営費補助 
 ●雇用形態の内訳 
   正職員3名、契約職員14名、市派遣2名、企業派遣2名 （計21名） 
 ●職員の雇用及び給与に関する体系整備が必要 
 

【問題点】 
 ・職員の入替りが頻繁になりやすい。（派遣職員：勤務期間約2年） 
 ・職員の将来展望や人生設計が見込みづらい。 
 ・離職率が高く、ノウハウの蓄積につながりにくい。 
 ・新たな人材を求める際、高度な知識と技能をもったより良い人材 
  の確保が期待しづらい。  

        ☞ 事業や協会全体の資質向上につながりにくい 
 14 



行政（佐世保市）との関わりについて 
●平成15年度発足当初～平成20年度 行政職員派遣 
 ・行政と連携を図りながら“民間主導型”の観光施策の推進へ移行 
 ・従来、行政で行ってきた事業のうち、国内外からの観光客、修学旅行並びにコンベンション 
  誘致に関する事業を協会へ移行 
 ・官民一体となった推進を図るために、行政及び民間からの職員派遣 
 

  ★行政と協会の役割 
   ・観光客誘致促進事業は、観光関連事業者が中心となって事業を実施し、受益者負担も 
   課しながら、民間主導で実施。 
   ・行政は、観光動向を把握しながら、短・中・長期的な佐世保観光の事業計画を策定する。 
 

●平成21年度～  職員増員支援   
 ・平成２１年度から行政からの職員派遣を終了し、市ＯＢ職員を配置（Ｈ21～23） 
 ・平成21年～25年度にかけて、国のふるさと雇用・緊急雇用制度を活用して、職員の増員 
  を支援 
 ・当協会の旅行業登録及び旅行商品造成販売体制の確立のため、総合旅行業務取扱管理 
  者の有資格者の確保 

Ｈ20 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 

職員数 13名 16名 20名 16名 15名 22名 21名 
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  平成２５年度「海風の国」佐世保・小値賀観光圏 推進体制図 
 

 

観光圏推進協議会 （最高意思決定機関４名） 

・佐世保市長  ・佐世保観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会 理事長 

・小値賀町長  ・おぢかｱｲﾗﾝﾄﾞﾂｰﾘｽﾞﾑ協会 理事長 

観光圏推進委員会 （執行機関９名） 
 

・佐世保観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会（正副理事長５名） 

・おぢかｱｲﾗﾝﾄﾞﾂｰﾘｽﾞﾑ協会 理事長 

・佐世保市観光物産振興局長 

・小値賀町総務課長 

・長崎県県北振興局長 

観光圏庁内ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ会議 

        （19 課） 

・観光物産振興局 

・企画部 政策経営課 

・企画部 地域政策課 

・企画部 公共交通推進室 

・企画部 文化振興課 

・企画部 国際政策課 

・財務部 財政課 

・農水商工部 産業振興課 

・農水商工部 農業畜産課 

・農水商工部 水産課 

・都市整備部 都市政策課 

・都市整備部 まち整備課 

・都市整備部 公園緑地課 

・土木部 土木･政策管理課 

・港湾部 みなと整備課 

・市民生活部 市民生活課 

・市民生活部 市民協働推進室 

・環境部 環境保全課 

・教育委員会 社会教育課 

 

 

事務局長（常務理事） 

観光地域づくり会議 
 

・事務局長（常務理事） 

・観光地域づくりマネージャー（３名） 

・観光地域づくり推進室長 

・企画部長 

・事業部長（観光地域づくりﾏﾈｰｼﾞｬｰ兼務） 

観光情報センター  ・観光案内 

事業部 

観光地域づくり推進室 

・計画策定       ・地域の魅力発掘 

・人材育成       ・滞在交流型商品企画造成 

・地域のﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ向上  ・ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ調査 

・地域ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ      ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ企画管理 

・ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ窓口構築    ・計画評価 

企画部 総務課・会計・庶務 宣伝課・観光情報発信 

事業課 ・修学等観光客誘致 ・MICE 誘致拡充 

・滞在交流型商品営業 

・滞在交流型観光商品受付販売 

  

 

 

 

 

観光地域づくりﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ 

佐世保市 

（公財）佐世保観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ協会  

小値賀町 

観光圏アドバイザー 
 

・坂元英俊（観光圏中核人材育成委員） 

 

 
NPO おぢかアイランド 

ツーリズム協会 

●平成２５年度～  観光圏認定 観光地域づくりプラットフォームへ 
 ・市職員2名派遣のほか、観光圏推進に必要な人材2名の人件費を支援 
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協会の運営に関する問題点・課題 

●組織体制の強化 
 ・平成25年4月～「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 
  ムとしての機能を担う 
 ・将来、「日本の顔」となるブランド観光地域を目指していくために当協会に求められ 
  る機能として、マーケティング、プロモーション、旅行業等の専門性、地域づくり、 
  地域に関する様々な知識・情報などが必要 
 

 ☞ 継続的かつ計画的な事業実施体制が必要不可欠 
    ☞ 組織体制の強化 正職員と派遣職員、契約職員のバランス配置       
 
                        

●戦略プランの策定 
 ・観光圏の目指すべき将来像、協会の果たすべき役割、計画達成に向けた戦略プラ 
  ンの策定が今後必要。 
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問題点・課題の解決策 
 

☞ 収益事業の拡充による自主財源の確保 

●「観光バス」の整備・運行 
 ・「海風の国」佐世保・小値賀観光圏事業による「観光バス」 
  の整備（Ｈ26年度予定）及び運行による収益の確保 

●宿泊施設・交通機関と連携した着地型旅行商品の造成・販売 
 ・企画連携による着地型旅行商品の造成 
 ・観光圏特例を活用した宿泊施設での旅行商品の販売拡充に 
  よる収益の確保 
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 今後の展望  ～ 「日本の顔」となるﾌﾞﾗﾝﾄﾞ観光地をめざして ～ 
                  「海風の国」佐世保・小値賀観光圏事業の推進 

「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 
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