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1.アクションプラン
策定にあたって
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（1）３ヶ年アクションプランについて

新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、観光業は非常に厳しい状況に置かれています。

国内外の多くの観光客が本市の魅力を体感し、観光消費により地域経済が活性化することを目的として、

観光の振興に取り組んでおりますが、新型コロナウイルス感染症の影響により、需要の回復には一定の期間

が必要と考えられるほか、観光のスタイル等も変化していくものと考えられます。

このアクションプランは、ＷＩＴＨコロナ、アフターコロナの視点で今後の方向性、ターゲット、目標等を検討し、

今後３年間で本市観光業のＶ字回復を図るうえで、市（行政）、佐世保観光コンベンション協会（公益財団法人）

及び観光関連の民間事業者が連携して実施する事業について、基本的な方向性と推進体制及び、重点的に取

り組むべき内容について定めたものです。
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佐世保市のこれまでの取組について

平成18年に策定した観光振興計画では、観光客数の量的な増加目標に加え、佐世保市内で「どれだけ満足

していただけるか」という質の向上と、「まちなか」を新たな観光の拠点に加え、観光振興に取り組んできまし

た。この内容は、第６次総合計画にも反映され、第７次総合計画においても引き続き、地域資源を活用した観

光の振興に取り組んでいます。この間、平成２８年には日本遺産認定、平成３０年には湾クラブ加盟と世界遺

産の認定を得るなど、本市の魅力向上と地域資源のさらなる磨き上げを行ってきました。

また平成２５年度からは、「海風の国 佐世保・小値賀観光圏」を形成し、5年間ごとの観光圏整備計画及び

観光圏整備実施計画を策定するとともに、（公財）佐世保 観光コンベンション協会を観光地域づくりプラット

フォームとして、観光地域づくりマネージャーの配置、マーケティング調査・分析、来訪者に対するワンストップ

窓口づくりなどを行いながら、本市や小値賀町、関係団体協力のもと、観光旅客の来訪及び滞在の促進を

図っています。



（1）３ヶ年アクションプランについて
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佐世保市観光活性化基
本計画（Ｈ１３.８）

・九十九島を中心とした
観光振興

・ハウステンボスとの連
携強化

・観光関連推進組織の
抜本的強化

させぼエコツーリズム基
本計画（Ｈ１８.７）

・ﾏｽﾂｰﾘｽﾞﾑにｴｺﾂｰﾘｽﾞ
ﾑの考え方や取組み
を盛込む

・市民活動を活性化さ
せる
・エコツアーを推進する

佐世保市観光振興基本計画
（Ｈ１９～Ｈ２８）
・観光の”質”へのこだわり
・環境に配慮した持続可能な観光交流都市づくり
・まちづくりと連携した観光交流都市づくり
・”ｵｰﾙ佐世保”による取り組み体制
・「まちなか」を新たな佐世保市観光の拠点に

佐世保市観光アクションプラン
（Ｒ３～Ｒ５）
【重点コンテンツ】
・佐世保中心市街地
・二大観光資源「九十九島＆ＨＴＢ」
・旧海軍・鎮守府
・その他観光資源

平戸・佐世保・西海ロングステイ観光
圏整備計画（Ｈ２１～Ｈ２５）

・多彩で豊かな、独自の観光スタイ
ルの創出

・滞在型観光を様々な地域産業が
支える仕組みづくり

・地域にも観光客にもやさしい観光
基盤の充実

・地元民が魅力になる観光客受入
体制づくり

佐世保市第６次総合計画
（Ｈ２０～Ｒ元）

佐世保市第７次総合計画
（Ｒ２～Ｒ９）

海風の国 佐世保・小値賀観光圏整備計画
（Ｈ２５～Ｈ２９、Ｈ３０～Ｒ４ ）
・観光地域づくりの推進

・データの継続的な収集と明確な観光戦略・目標を
もった事業推進。

・ブランドコンセプトに基づいた一元的な情報発信・
プロモーション
・地域団体等の観光地域づくりへの支援

コロナ禍

整備実施計画
（Ｈ２５～Ｈ２９）

整備実施計画
（Ｈ３０～Ｒ４）

・日本遺産認定（Ｈ２８.４）

・世界遺産認定（Ｈ３０.７）

・湾クラブ加盟（Ｈ３０.４）

・官民連携による国際クルーズ拠点（Ｈ２９.１）

・地域連携ＤＭＯ認定（Ｈ２９.１１）
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「事業」と「事業を推進する上での体制の整理・構築」の二つのアクションプランを策定。

事業アクション（やるべきこと）は、観光客の誘致と受入整備に分け計画をする。体制の整理・構築アクショ

ンプランは、事業アクションを具現化するため、佐世保市全体での観光振興を推進する佐世保市観光課（行

政）と佐世保観光コンベンション協会（公益法人）、その他の観光関連の民間事業者との役割整理を行い推

進体制の構築を図る。

（１）事業アクション（誘致・受入整備）のポイント

・ＷＩＴＨコロナの視点（ニューノーマル観光）

・コロナに影響を受けないもの（コロナに左右されない）

（２）推進体制整理・構築アクション

観光振興における推進体制の役割整理～構築のアクション

（1）３ヶ年アクションプランについて



（2）アクションプラン策定の進め方
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STEP1 現状分析「佐世保市観光の実績、ＳＷＯＴ分析」をもとに

①ターゲット

②重点して訴求・受入整備するコンテンツ

③ＫＰＩ目標値の設定

STEP2 ④「観光振興における世の中の傾向（時代の潮流）や機会をリサーチ」

STEP３ 業務整理、役割分担を明確に佐世保市観光の推進体制構築を行う

〇佐世保市観光課（行政）の役割

〇佐世保観光コベンション協会（ＤＭＯ）の役割

STEP４ 上記１～３をもとに

○誘致（セールス宣伝・企画）

〇受入（受入環境整備） の2つの視点で事業アクションを検討



現状の分析
⇩

ターゲット
⇩

重点訴求・受入整備コンテンツ
⇩

世の中の傾向・機会への対策

👇

アクションプラン

（2）アクションプラン策定の進め方
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（3）アクションプランの目標（ＫＰＩ）
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第７次佐世保市総合計画では、「観光の振興」を取り組みに掲げ、国内外

の多くの観光客が本市の魅力を体感し、観光消費により地域経済が活性

化することを目的に、事業を展開することとしています。

ＫＰＩ 現状値（令和元年） 目標値（令和５年）

観光消費額 ８６,２０５百万円 １１４,４２６百万円

項目 現状値（令和元年） 目標値（令和５年） 増加率

観光客数（実数） ５,２６０,４３０人 ６,２４７,７１７人 １８.８％

宿泊観光客数（実数） １,５３３,１２１人 １,８９１,６５１人 ２３.４％

消費額単価（宿泊） ３８,７４４円 ４１,３９９円 ６.９％

消費額単価（日帰り） ７，２３３円 ８,４０５円 １６.２％

ＫＰＩを達成するための目標値

コロナ禍前の目標ではあるものの、可能な限り目標に近づくよう取り組みを進めます



2.現状分析
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【国内観光客の現状】

 観光客は家族連れや夫婦が最も多く、北部九州（福岡・大分・熊本・佐賀・

長崎）からの来訪者が最も多い。

 観光客の約62％がハウステンボスと九十九島関連に訪れており、２０代か

ら５０代までの女性の割合が比較的高い。

 日帰り客は増加してきたものの、宿泊が伸びていない。

 レンタカーの利用者が全観光圏の割合からすると低く、飛行機やバスを利

用した割合が高い傾向にある。

【国外観光客の現状】

 東アジアからの観光客が多く、市内宿泊者の約６４％を占める。

 米国の宿泊者も多いが、米海軍基地の存在によるものが主と考えられる。

（1）観光客数の現状 １／５



平成30年 令和元年

観光客数（延べ） 6,012,868人 5,824,354人

ハウステンボス
2,700,900

（44.9％）

2,526,800

（43.4%）

九十九島の遊覧船・水族館

九十九島ﾊﾟｰﾙｼｰﾘｿﾞｰﾄ

722,228

（12.0％）

695,627

（11.9%）

九十九島を望む展望所

展海峰

232,664

（3.8％）

296,849

（5.1%）

九十九島と市街地を望む

弓張岳展望台

78,357

（1.3％）

100,973

（1.7%）

4箇所計
3,734,149人

（62.1％）

3,620,249人

（62.2%）

宿泊客数

（観光客数比）

1,558,104人

（26.4％）

1,533,121人

（26.3％）

※個別観光地の数値は、観光客数合計の内数で（％）はシェア

観光客の実態

（1）観光客数の現状 ２／５
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観光消費額を増やすには、宿泊の比率（H30＆R1：約26％）を上げる



来訪される国内観光客の居住地について

（1）観光客数の現状 ３／５
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出典：令和元年度来訪者満足度調査（無回答、海外回答除く国内のみ）

（参考）長崎県除く商圏 来訪シェア

長崎県 39.5％

福岡県 16.9％

東京・神奈川・千葉・埼玉 10.4％

佐賀県 7.1％

大阪・兵庫・京都 6.6％

大分・熊本県 3.6％

広島・山口 2.7％

宮崎・鹿児島 1.8％

合 計 88.6％

九州7県計 68.9％

北部九州5県で約67％ ／ 長崎を除く九州全体で約50％

商圏 来訪シェア

福岡県 27.9％

東京・神奈川・千葉・埼玉 17.2％

佐賀県 11.7％

大阪・兵庫・京都 11.0％

大分・熊本県 6.8％

広島・山口 4.9％

宮崎・鹿児島 3.5％

合 計 83.0％

九州7県計 49.9％



佐世保市の特性

世界への

玄関口・極東 日本本土最西端

Shanghai

Hong Kong Taiwan

香港
人口：750万人
公用語：中国語（広東）・英語
宗教：仏教・道教・ｷﾘｽﾄ教

台湾
人口：2360万人
公用語：中国語
宗教：仏教・道教・ｷﾘｽﾄ教

大韓民国
人口：5170万人
公用語：韓国語
宗教：仏教・ﾌﾟﾛﾚｽﾀﾝﾄ・ｶﾄﾘｯｸなど

中華人民共和国
人口：14億5千万人（内、上海市2428万人）
公用語：中国語
宗教：仏教・ｲｽﾗﾑ教・ｷﾘｽﾄ教など

北部九州：1,018万人
（長崎県138万人 福岡県509万人
熊本県180万人 大分県117万人
佐賀県83万人）

東アジア 153,288万人
※中国を上海のみをカウントした場合

10,708万人

（1）観光客数の現状 ４／５
14



来訪される訪日外国人観光客の居住国について

商圏 宿泊者数 シェア 人口

台湾 53,782人
38.3
％

2,360万人

香港 14,275人
10.2
％

734万人

中国 12,653人 9.0％ 14億人
（内、上海2400万人）

韓国 8,757人 6.2％ 5,127万人

タイ 3,618人 2.6％ 6,981万人

米国 25,628人
18.3
％

3憶2,775万人

その他 21,596人
15.4
％

合計 140,309人 100％

外国人宿泊者数（令和元年）

上海

東アジアの宿泊者
約64％

この他、主に中国発のクルーズ客船で
乗客・乗員年間約25万人が訪れている

米国の宿泊者は主に米
海軍関係者や関連ビジネ
スでの利用が主。

（1）観光客数の現状 ５／５
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本市の観光に係わる「強み」や「弱み」をＳＷＯＴ分析により抽出し、観光振興の課題を整理します。

《ＳＷＯＴ分析とは》

 ＳＷＯＴ分析とは、組織のビジョンや戦略を企画立案する際に利用する、現状の分析手法の
一つです。強み(Strength) の“Ｓ”、弱み(Weakness) の“Ｗ”、機会(Opportunity) 
の“Ｏ”、脅威(Threat) の“Ｔ”のそれぞれの頭文字を取って「ＳＷＯＴ ( スウォット)」といい
ます。

 Ｓ / Ｗ / Ｏ / Ｔの各要素は、下記のように「内部要因」と「外部要因」に大きく分けられ、こ
れらをＳＷＯＴ分析表で整理します。

内部要因：自分たちで主体的に解決できる要素であり、強み( Ｓ ) と弱み( Ｗ )にあたります。

外部要因：自分たちではどうすることもできず、周辺環境として受け入れざるを得ない要素
( 政治動向、規制、経済・景気、社会動向、技術動向、環境の変化等) であり、機会
( Ｏ ) と脅威( Ｔ ) にあたります。

内部環境
Ｓ
強み

Ｗ
弱み

外部環境
Ｏ
機会

Ｔ
脅威

（2）ＳＷＯＴ分析 １／３
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ＳＷＯＴ分析のうち、強みと機会を伸
ばし、弱みと脅威を克服するための
アクションプランを策定します。



強み 弱み

＜観光資源＞
① ハウステンボスに年間250万人の集客
② ハウステンボスと佐世保バーガーが全国的

に有名
③ 世界で最も美しい湾の１つ九十九島は多彩

な景観がある
④ 米軍や自衛隊施設を観光資源として活用で

きる。
⑤ 世界文化遺産の構成資産の1つ「黒島の集

落」。
⑥ ２つの日本遺産（鎮守府・三川内焼）
⑦ クルーズやマリンレジャーなど港を活かした

コンテンツがある

＜立地＞
① 日本国内ではアジアに最も近い
② 福岡都市圏からは車等で２時間以内
③ ＪＲ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

＜その他＞
① 多様性・国際色に富んだ街
② 旧軍港としての知名度が高い

＜施設・インフラ＞
① 市内、周辺観光地への二次交通アクセスが

不十分
② 市内中心部はビジネスホテルが多く、ブラ

ンドチェーンやリゾート系宿泊施設が不足

＜マーケティング・プロモーション＞
① データに基づく明確なコンセプトを持った

戦略が弱い
② ハウステンボスと佐世保バーガー以外があ

まり知られていない
③ デジタル戦略が弱い
④ 観光ガイドの活用が課題
⑤ 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（ＰＲが弱い）

＜体験プログラム＞
① 市内回遊を促す魅力的なプログラムの充実

＜その他＞
① 日帰り客が多い
② 夜の魅力が乏しい

（2）ＳＷＯＴ分析 ２／３
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機会 脅威

＜ニーズ＞
① コロナ感染症拡大に伴う国内旅行への回帰
② 外国人観光客の増加とローカル志向
③ クルーズ観光の需要拡大

＜制度＞
① ふるさと納税による市の知名度増
② ＩＲ誘致による注目度が高まっている
③ 観光で地方が見直されている（観光による

地方創生）

＜イベント＞
① 長崎新幹線＆西九州自動車道４車線化
② 佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン

の実施

＜デジタル化＞
① ＳＮＳ等での旅行情報取得機会の増加
② ＩＣＴの活用によるオンライン化、非接触化

の進行。

＜需要＞
① 国内人口減少に伴う国内旅行市場の縮小
② 少子化によるファミリー旅行者層の減少

＜地域間競争＞
① 地方間競争激化・他地域の奮闘
② 周辺の港整備の乱立（長崎港２バース化、唐

津港など）

＜災害、感染症等の拡大＞
① 感染症拡大に伴う国内外観光客の減少
② 国民の旅行離れ

＜その他＞
① 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
② 観光客の増加に伴う観光と市民生活の調和

が保てなくなる可能性がある。（オーバー
ツーリズム）

（2）ＳＷＯＴ分析 ３／３
18



3.ターゲット
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１．国 内

エリア：福岡を中心とした北部九州（福岡・佐賀・長崎・熊本・大分）

対 象：20～50代 女性（Ｆ１～Ｆ３層）

20代から50代の女性年齢層には、子供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

来訪がもっと多い層（53ページの6の表を参照）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ます。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、近隣からのリピーター獲得を目指します。

２．海 外

エリア：重点地域 香港・台湾・中国（上海）・韓国

準重点地域 タイ・シンガポール

対 象：ＦＩＴ

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します。

【プラン検討における前提条件】
 コロナ禍においては、メインターゲットを福岡を中心とした北部九州とし、感染症の状況次第で、徐々に集

客や情報発信等の範囲を広げることとします。
 コロナの世界的な終息（ワクチン完成など）により、国境を行き来する旅行が始まる時期を令和３年秋と見

込みます。

（１）メインターゲットについて
20



（2）近隣地域からの観光客誘致

星野リゾートが提案する「マイクロツーリズム」～地域の魅力を再発見し、安心安全な旅 Ｗithコロナ期の旅の提案～

国内外に42施設を運営する星野リゾート（長野県軽井沢町／代表 星野佳路）は、新型コロナウイルスの影響が観光業界に及び、
不安視される中、長期化するWithコロナ期における旅のあり方として、「マイクロツーリズム」を提案します。
遠方や海外をイメージすることが多い「旅」を、地元に目を向けて楽しむ「マイクロツーリズム」を推進することで、コロナ期
の旅行ニーズに合わせたサービスや、地元を深く知るきっかけ作り、そして感染拡大を防止しながら地域経済を両立する観光な
ど、新たな旅のあり方を創造し、提案します。
特徴１ Withコロナ期の旅行ニーズ＝小さな旅行
特徴２ 感染拡大防止と地域経済を両立する観光
特徴３ 地域から学び「地域再発見」を提供
特徴４ 地域文化の作り手とネットワークを強め、運営力を高める

（出典：星野リゾートHPより抜粋）

21

（出典：令和元年度来訪者満足度調査）



（3）東アジアからのインバウンド誘致 １／２
22

訪日外国人旅行者
の内4ヵ国で70％超

国内旅行消費額
の未だ17.2％



（3）東アジアからのインバウンド誘致 ２／２
23

ﾘﾋﾟｰﾀｰでは
4ヵ国で
80％超



4.重点して訴求・整備
するコンテンツ

24



（1）ブランドコンセプト
25

佐世保・小値賀観光圏における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～

西九州させぼ広域圏における事業コンセプト

「海がつなぐ西九州させぼ」

 観光圏、広域圏ともに、「海からの発展」がキーワード。
 佐世保港は佐世保駅に隣接。
 佐世保市の観光イメージも海外由来が上位。

 市内の様々な観光コンテンツを掛け合わせ、観光客のニーズに合致した高付
加価値な体験コンテンツを造成。

⇒滞在型観光の推進

佐世保市の観光イメージ（上位）
・佐世保バーガー、レモンステーキ
・ハウステンボス
・基地（米軍、旧海軍）

出典：2019年GAP調査



（2）佐世保観光の重点して訴求・整備するコンテンツ
26

１ 佐世保中心市街地

（食、夜・朝観光、アメリカ文化、まちなみ・写真スポット）

人、まちの賑わい、活気、楽しさ、周遊の基点、滞在

２ 二大観光資源「九十九島＆ハウステンボス」

（自然景観、街並み、体験コンテンツ・アクテビティ、アミューズメント、食）

３ 旧海軍・鎮守府関連資源

（日本遺産「鎮守府」、軍港クルーズ、自衛隊グルメなど）

佐世保ならではの日本の近代化の歴史

４ その他の佐世保の多彩な魅力

（世界文化遺産「黒島の集落」、日本遺産「三川内焼」、自然の宇久、歴史の江迎、日本の原風

景の世知原など）

特に重点化した
取り組みを推進



まちなかを起点とした周遊促進

①
街なか

②
九十九島③

旧軍港
鎮守府

④④

④ ④

※
KPR

②※
ハウステンボス

（3）重点して訴求・整備するコンテンツまとめ

※特にハウステンボス、九十九島パールシーリゾート（KPR）は、民間事業者として独自でブランディン
グ、プロモーション、受入整備をしていることから、各社とは連携をとるかたちで対応。

27

(＝ 滞在型観光の推進)



5.世の中の傾向
・機会への対策

28



（1）ＷＩＴＨコロナ
29

新型コロナウイルス感染症が世界に拡大し、私たちは日常生活において、これまで想像もしなかった様々な経験をしてきました。
特に外出や移動の自由が制限されることの影響は大きく、今もコロナ禍は絶対的な解決策がなく、世界のツーリズムは見通しが
不透明な状況です。国際線のコロナ禍以前の水準の回復も、2024年以降になると言われています（IATA発表）。

JTBが実施した「夏休み旅行動向調査」の調査結果では、コロナ対策を暫定とした旅行が重視されています。



JTB総合研究所で実施した「新しい技術やサービスの広がりとライフスタイルに関する調査」の調査結果でも3年と比べても大き
く変わったことがわかる。情報収集の場面で一番増えたのは「旅行中に現地の情報を検索する」（40.5％）、予約や購入の場面で
は「スマホで予約する」（33.2％） 、「インターネットで旅行商品を買う」（28.9%）とデジタルに多く依存している。一番興味深い
のは旅行形態で「宿泊施設と交通手段を別々に自分で購入していく旅行」（24.0%）で、個人で自由に動く旅行が増えている。
（出典：デジタルマーケティングジャーナル_2019）

（JTB総合研究所：「新しい技術やサービスの広がりとライフスタイルに関する調査より抜粋）

【上＝デジタル化前 下＝デジタル化後】

（2）観光デジタル化の推進
30



UNWTO（国連世界観光機関）において、持続可
能な観光とは、「訪問客、業界、環境および訪問客
を受け入れるコミュニティのニーズに対応しつつ、
現在および将来の経済、社会、環境への影響を十
分に考慮する観光」と定義されています。
キーワードは全ての人に寄り添うこと、そして現
在および将来の環境を損なわずに経済と社会を発
展させることです。
観光客のニーズに応えながら地域住民の暮らし
を守ることが、全ての人に寄り添い、「持続可能な
観光」を実現すると考えられます。

（3）新たな観光のトレンド
31

■ワーケーション
菅義偉官房長官が7月27日の観光戦略実行
推進会議で掲げたのが「ワーケーション」の推
進。ワーケーションとは、「Work（仕事）」と
「Vacation（休暇）」を組み合わせた造語。リ
ゾート地や地方など、普段の職場とは異なる
場所で働きながら休暇を過ごす仕組み。

■エスディージーズ

■ブレジャー
業務での出張先で、滞在を延長するなどして、
業務の後に旅行（レジャー）も楽しむこと。英語
の business（仕事）と leisure（余暇・休息）
を合成した語である。ブリージャーともいう。
日本語では「出張休暇」と訳されることもある。

従来の日本の旅のスタイルは、特定の時期に一斉に休暇取得する、宿泊日数が短いといった特徴があり、旅
行需要が特定の時期や場所に集中して混雑や密が生じやすい特徴があるとともに、国内旅行消費額の伸び悩
みにもなっています。
休暇取得の促進・分散化にも資するワーケーション・ブレジャー等の「新たな旅のスタイル」の普及・促進にあ
たっては、企業（送り手側）、地域（受け手側）とも連携しながら取組を進めていくことが重要です。



東京2020オリンピック・パラリンピックは、新型コロナウイ
ルス感染症が世界中に蔓延して以降、初めて行われる国際的
なイベントであり、外国人観光客受け入れ再開するための重
要な機会となります。
東京と地方間での人の流れが多くなると考えられることか
ら、市民には「新しい生活様式」の実践を促すとともに、観光
客に対しては「新しい旅のエチケット」の啓発を行う必要があ
ります。

（4）イベント・周年記念
32

■佐賀・長崎デスティネーションキャンペーン
令和4年10月～12月

■日本遺産「佐世保鎮守府」関連構成資産の周年記念
・針尾無線塔（1922年竣工）：2022年(令和4年)に100周年
・凱旋記念館（1923年竣工）：2023年(令和5年)に100周年

■九州新幹線西九州ルート 令和4年開業

■東京オリンピック 令和3年7～8月

令和4年度に暫定開業する九州新幹線西九州ルートに並行し
て、佐世保線の高速化も進められているほか、開業に合わせて
ＪＲグループ6社と地方自治体、地域の関係者が協力し、全国規
模で集中的に観光誘客を行うデスティネーションキャンペーン
が、令和4年秋に佐賀県、長崎県で開催されることが決定して
います。
また、日本遺産「佐世保鎮守府」関連構成資産についても、竣
工100周年を迎えることから、新幹線や在来線等を活用した周
遊観光を推進するほか、高齢者や障がい者も安心して快適に
滞在できるよう、ユニバーサルツーリズムの情報発信や受入体
制づくりを進める必要があります。



6.アクションプラン
（推進体制構築）

33



1．行政、ＤＭＯ、民間の役割整理
34

◆佐世保市観光課／行政 ・・・・・ 観光政策の立案

・観光振興における政策立案（総合計画、観光振興計画等）

・公共観光施設などハード整備 ・登録ＤＭＯ支援 ・庁内連携 ・財源の確保

◆佐世保ＣＶ／観光地域づくり法人（登録DMO）・・・観光地域づくり（受入整備・誘客施策）

・観光案内

・各種データ分析（満足度調査、ＧＡＰ調査、その他）とマーケティングに基づく戦略策定

・宣伝活動（広告：マスメディア、ＷＥＢ・ＳＮＳ、ＰＲ：取材受入、リリース）

・誘致活動（旅行ＡＧＴ、コンベンション、修学旅行）

・観光地域づくり（地域住民・事業者等との連携）

・旅行商品造成販売（着地型商品、募集型企画旅行）

・観光に寄与する自主事業（観光バス事業、観光商品受託販売、企画チケット、物販など）

◆民間の役割

・観光施設の魅力アップとサービス向上などによる顧客満足度の向上。

・観光客が訪れるイベント等については、市民主導で自立したイベントへ育て上げ。

・登録ＤＭＯ等と連携し、地域資源を活用した観光地域づくりによる誘客。
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●事業アクションは、令和2年度から取り組めるもの

については速やかに実施。

●推進項目別に市とコンベンション協会とでワーキ

ンググループを組織し、マーケティングに基づく具

体的な取り組みを順次実施。

●クルーズ船の歓迎行事運営については、将来的に民間事業者への委託

を検討。

●観光バス事業については赤字が継続していることから、見直しを令和３

年度中に行う。

●協会内の人材定着と処遇改善のため、職員の正規職員化と給与体系の

見直しを行う。

2．アクションプランの具体化に向けた進め方

3．コンベンション協会の業務見直しについて
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●インバウンド市場の取り込みが鍵

世界の都市やリゾートが競合先となり、地域単位での取り組みが重要

●マーケティングに基づく観光戦略が重要

文化や宗教、嗜好によって、観光に求める需要は多岐にわたることから、訪問者をひき
つけるための戦略が必要。

●地域ならではの「特別な」経験（滞在コンテンツ）の提供が鍵

●デジタル化の進展。感染症対策など、脅威に対する備え。

ＤＭＯが中心となり、地域独自の競争戦略を立案、実行することが必要

・対象となる顧客の状況を把握

・競合する観光地域などの状況を把握

・地域事業者の状況やインフラ等の地域の状況を把握

・ＤＭＯとしての実行力によって「出来ること」は変化

日本の観光は市場構造が大きく変化

4．ＤＭＯの役割について
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観光振興による成果の評価と、再投資原資を確保する仕組みづく
りの構築が必要

宿泊 飲食 物販 交通体験

ＤＭＯによる戦略策定

誘致活動、地域づくり等の活動を展開

観光客の来訪

成果を戦略に反
映する仕組みの
構築

観光振興による
効果の一部を再
投資原資に還元
させる仕組みの
構築

5．観光振興の仕組みづくり



7.アクションプラン
（事業）

38



近隣地域からの
国内観光客誘致

東アジア等からの
インバウンド誘致

事業アクション（重点的に取り組む事業）

誘致・企画

ターゲット

佐世保中心市街地

旧軍港・鎮守府

二大観光資源
（九十九島、ハウステンボス）

その他の魅力

訴求・整備
コンテンツ

受入環境整備

39

 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
調査分析

 推進体制
の構築

 業務整理
 役割分担

WITHコロナ デジタル化の推進世の中の
傾向・機会
への対策

新たな観光のトレンドイベント・周年記念

リピーターの獲得と滞在型観光を目指し、観光消費額の増を図る。
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（1）事業アクションプラン 推進項目

具体的な事業推進については、誘致・企画などのコンテンツ整備と、コンテ
ンツを支える受入環境整備の各推進項目を掛け合わせて実施します。

ターゲットや訴求・整備するコンテンツ、世の中の傾向・機会をとらえ、以下
の推進項目で取り組むものとします。

１.グルメ観光の推進
２.マリンアクテビティ
やツアー商品の充
実

4.観光人材育成・地域事業者との連携

5.二次交通対策

6.デジタル化の推進及びWEB・SNSを
活用した情報発信強化

3.各種イベント・ス
ポットなどの強化
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（２）事業アクションプラン 候補事業の検討

　検討　　　実施

既存事業の取組も含めて、推進項目毎に候補事業を提案し、今後優先的に取り組
む必要がある事業を検討。

市街地 2大 旧海軍 他 ｺﾛﾅ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ ﾄﾚﾝﾄﾞ 記念 R2 R3 R4 R5

海風ｸﾞﾙﾒ※2（地元料理・食材提供店）推進とPR ○ ○ ○ ○

軍港ｸﾞﾙﾒの開発普及・一元情報発信（ｽｲｰﾂ含む） ○ ○

市街地宿泊施設での飲み歩きﾌﾟﾗﾝ造成・販売（バルサるく等） ○ ○ ○ ①

ｸﾞﾙﾒｲﾍﾞﾝﾄの誘致・推進 ○ ○ ○ ○ ②

日本遺産、世界遺産周遊ﾙｰﾄ開発（ﾌﾟﾗﾁﾅﾏｯﾌﾟ等を活用） ○ ○

ﾘｰｶﾞﾙｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞの商品企画 ○ ○

日本遺産見学（整備、ツアー計画の構築） ○ ○

米海軍基地見学ツアーやアメリカ文化をテーマとした商品企画 ○

黒島オリジナル御朱印の活用 〇 ○ ○

マリンアクティビティのPR強化 ○ ○ ○ ○ ③

シーカヤック等ﾏﾘﾝｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ推進のための整備検討 ○ ○ ③

軍港ｸﾙｰｽﾞ充実（便数を増やす等） ○ ○ ○

ハウステンボスを核とした観光の魅力向上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ④

ﾜｰｹｰｼｮﾝの推進支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○

国内外ｸﾙｰｽﾞ船の受入整備（ｲﾍﾞﾝﾄ・ﾂｱｰ造成等） ○ ○

海風の国ｱｰﾄﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（大型ﾓﾆｭﾒﾝﾄの設置等）検討 ○ ○ ○ ○

凱旋記念館、無線塔100周年※3ｲﾍﾞﾝﾄに向けた情報発信 ○ ○

推進項目 取り組み内容
訴求・整備素材 傾向・機会への対策 スケジュール

3

各種イベン
ト・スポットな
どの強化・新
規

重点
事業

1
グルメ観光
の推進

2

マリンアクテ

ビティ※１や
ツアー商品
の充実
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（２）事業アクションプラン 候補事業の検討

※１：マリンアクテビティ
シーカヤック、ヨット、スキューバダイビング、フィシング（釣り）、ＳＵＰ、その他海に関連するコンテンツ：九十九島遊覧船、軍港クルーズ
※２：海風グルメ
佐世保、小値賀の食材を用いたメニューや地域ならでわのメニューを提供する店を募り、海風の国エリアロゴタペストリーを掲示していただき、街中
の一体感とおもてなし演出をおこなうもの。
※3：凱旋記念館、無線塔100周年
令和４年：針尾無線塔完成100周年、令和５年：旧佐世保鎮守府凱旋記念館完成100周年

市街地 2大 旧海軍 他 ｺﾛﾅ ﾃﾞｼﾞﾀﾙ ﾄﾚﾝﾄﾞ 記念 R2 R3 R4 R5

観光人材育成講座（観光マイスターなど） ○ ○ ○ ○ ○ ⑤

街なか体験事業者との連携強化（手作り体験等） ○

佐世保CVと観光体験等事業者の販売契約促進 ○ ○ ○ ○ ○

観光マイスターの活用 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ⑤

ﾚﾝﾀｶｰ利用促進（利用補助、GPSを使った観光ﾙｰﾄ） ○ ○ ○ ○ ○ ○

広域ﾄﾞﾗｲﾌﾞｳｪﾌﾞ強化（プラチナマップの活用） ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｼｬﾄﾙﾊﾞｽ等運行検討（佐世保駅～ＰＳ～展海峰） ○ ○ ○ ○ ⑥

タクシープランの充実 ○ ○ ○ ○ ○

黒島二次交通対策 ○ ○

Massの活用検討 ○

ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等印刷物のﾃﾞｼﾞﾀﾙ化推進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ｷｬｯｼｭﾚｽ化の推進 ○ ○ ○ ○ ○

観光案内板等ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ化 ○ ○ ○ ○

周遊ﾊﾟｽﾁｹｯﾄ（佐世保PASS)の利用促進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

HPﾘﾆｭｰｱﾙ（公式観光HPの運営管理強化） ○ ○ ○ ○ ○

地元の学生、留学生などのSNS発信の活用 ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾕｰﾁｭｰﾊﾞｰ、KOLの活用,webﾃﾞｨｱの活用 ○ ○ ○ ○ ○ ○

民間事業者へのＤＸ導入支援 ○ ○ ○ ○ ○ ○

重点
事業

傾向・機会への対策 スケジュール
取り組み内容

訴求・整備素材

5
二次交通対
策

6

デジタル化
の推進及び
WEB・SNSを
活用した情
報発信強化

推進項目

4

観光人材育
成・地域事
業者との連
携
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飲み歩き文化の推進

佐世保市において観光客数（クルーズを除く）の日帰り客数と宿泊客数の割合は概ね前者が７割、後者は約３割に留まります。一方で１人当たり
の推定消費額は日帰りが７，２３３円、宿泊は３８，７４４円（令和元年観光統計）と約５．３倍の開きとなり、推定消費額でも宿泊が日帰りの２．３倍の
約５９４億円となっています。地域の観光消費額を引き上げるため、宿泊客数を伸ばす取り組みが必要です。

飲み歩き文化の推進実行（案）

Ｗｅｂ発信

• SNSで週1回情報発信（ｸﾞﾙﾒ専門/飲み歩き専門）
• 統一感を持たせ、ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化を図る。

• 店舗等の事業者へ取材も行い、魅力を引き立てる投
稿を目指す

周遊企画提案

• 「基地のまち」の飲み歩き文化にｽﾎﾟｯﾄを当てた企画
提案

• ツールなど周遊促進の手法を検討
（例）食材やカテゴリ別の企画や期間限定特集など

• イベントの企画や外国人バーの楽しみ方等を紹介

推進スケジュール

令和２年度：ＳＮＳ開設及び情報発信、取材、ＭＡＰ案の検討
令和３年度：ＭＡＰ制作、情報発信、イベント企画、取材等
令和４年度：上記継続及び電子アプリ等への導入検討等
令和５年度：イベント企画等の検討

グルメ観光の推進

対応：佐世保市（企画・検討）、ＣＶ協会（企画、取材、情報発信）

課題対応＝弱み克服

※ツールの制作、ＳＮＳの開設については、既存のツールが多数あるた
め、今後分析を進め、協議の上で、全体を整理する。

（３）重点事業案 ①

訴求・整備素材

中心市街地 ２大観光資源 旧軍港・鎮守府 その他の魅力

〇 〇

傾向・機会への対策

WITHコロナ デジタル化の推進 新たな観光のトレンド イベント・周年記念

〇

１ 位置づけ

２ 現状と課題

３ 事業概要

「基地のまち」の飲み歩き文化を佐世保の特徴として定着させ、ナイトタイムエコノミーの推進を図ることで、宿泊客数の増加と地域の活性化を目
指します。具体的には、まちなかの夜の魅力ＵＰを推進し、佐世保ならではのグルメ（海軍グルメ・海鮮など）や飲食店等を情報発信し、周遊に繋が
る企画等を進めます。飲み歩き文化の定着とナイトタイムエコノミーの推進を図り、地域活性化を目指します。



44

佐世保市における観光客数は582.4千人（2019年観光統計）ですが、観光客のリピーター率は58.4％（2019年顧客満足度調査）に留まります。観
光消費額向上に繋げるためには、観光客数及び再来訪を促す取り組みが必要です。

課題対応＝強みを伸ばす

（３）重点事業案 ②

訴求・整備素材

中心市街地 ２大観光資源 旧軍港・鎮守府 その他の魅力

〇 〇

傾向・機会への対策

WITHコロナ デジタル化の推進 新たな観光のトレンド イベント・周年記念

〇 〇

１ 位置づけ

２ 現状と課題

３ 事業概要

認知度の高い「佐世保ﾊﾞｰｶﾞｰ」に注目を当て、コロナ収束を見据え「佐世保ﾊﾞｰｶﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」を開催を通じて来訪を促し、周遊及び再来訪に繋が
る仕掛けを作ります。

佐世保バーガーフェスティバル事業

佐世保ﾊﾞｰｶﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの実行（案）

フェステイバ
ルの開催

市内の大規模ｲﾍﾞﾝﾄで「佐世保ﾊﾞｰｶﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」を併催
し、ｲﾍﾞﾝﾄ継続の仕組みを構築する。

周遊の仕掛
けづくり

市内に点在する佐世保ﾊﾞｰｶﾞｰの店舗と観光施設を年間
を通じて周遊する事業企画を推進する（例：ﾊﾞｰｶﾞｰ神経
衰弱）

実施スケジュール

• 令和３年度
ＤＥＪＩＭＡ博佐世保会場において「佐世保ﾊﾞｰｶﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」を出展

• 令和４年度
「旧軍港4市ｸﾞﾙﾒ交流会」における佐世保ﾊﾞｰｶﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの開催

• 令和５年度以降
佐世保を代表するｲﾍﾞﾝﾄとして継続可能な仕組みの構築

対応：佐世保市（企画・検討・会場の確保・連携団体との折衝）
ＣＶ協会（情報発信、企画・実施）

４ 具体的な取り組み



パールシーリゾートが“佐世保の自然”を舞台としたマリンレジャーや『海育』をテーマとした“海洋学習”“魚釣り体験”“食”等の拠点となるためのＳＤ
Ｇｓ視点の基盤施設・機能の整備。また、拠点を中心とした官民連携によるマリン関連施設及びレジャーメニューの一体的な情報発信による利用促
進や、パールシーリゾート園地内サイン等の充実を行うことで、拠点としての魅力を高め佐世保市への誘客を図るもの
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県北の『マリンレジャー』『学び・体験・食』の拠点としての基盤整備及び情報発信事業

県北の「マリンレジャー」「学び・体験・食」の拠点としての基盤整備及び情報発信

【ソフト整備】
①マリンレジャー情報発信の強化・検討
②WEB予約システムの構築
③VR・ARの活用による情報発信

園地内サイン等の充実
市内マリンレジャー情報の一体的な情報発信
最新技術を活用した利用促進（予約・情報発信）

【ハード整備】
④既存施設の有効活用
⑤施設案内サインの新設・改修
⑥『海育』施設の設置
⑦ターミナルの改修（マリンセンターの設置等）

必須基盤機能の整備

整備スケジュール

【ハード整備】
令和２年度：既存施設の有効活用・検討
令和３年度：水族館長寿命化計画を踏まえたパールシーリゾート全体の整備方針策定

施設案内サインの新設・改修箇所の抽出
令和４年度：パールシーリゾート全体の基本構想策定、施設案内サイン改修（年次的）
令和５年度：パールシーリゾート全体の基本設計、施設案内サイン改修（年次的）

マリンアクティビティの充実

対応：ＣＶ協会（①～③） 佐世保市（①③④～⑦）
させぼパール・シー（株）（①～⑦） 関係事業者（①～③、⑦）

【ソフト整備】
令和２年度：マリンレジャー施設情報発信の強化・検討
令和３年度：情報発信やWEB予約の開始
令和４年度以降：VR・ARを活用した情報発信手法の構築

マリンセンター（例）

訴求・整備素材

中心市街地 ２大観光資源 旧軍港・鎮守府 その他の魅力

〇 〇

３ 事業概要

４ 具体的な取り組み

課題対応＝強み伸長・弱み克服

●県北のマリンレジャー施設（公共・民間）の一体的なPRが弱い
●“佐世保の自然を舞台”としたマリンレジャーの拠点を目指すうえで、基盤となる機能（更衣室・シャワー等）が充実していない
●市場が小さく（シーズンが短い）、売上が天候に左右されるため、利用者の長期滞在や観光消費額の増加に繋がっていない

２ 現状と課題

５ 効果

●基盤機能の充実・実効性のあるエリア戦略・持続可能な維持管理・カルチャーの発信を行うことでのマリンレジャー人口・観光客の増加
●リピーターの獲得と滞在時間の延長

傾向・機会への対策

WITHコロナ デジタル化の推進 新たな観光のトレンド イベント・周年記念

〇 〇

１ 位置づけ

（３）重点事業案 ③



ハウステンボスを核とした佐世保観光の魅力向上とリピーター獲得事業

ターゲット 主に国内外のハウステンボスへの観光客

内容
ハウステンボスと街なかをセットにした商品造成や、連携したＰＲな
ど佐世保市内に長時間滞在する仕組みを構築
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ハウステンボスを核とした魅力向上

佐世保市には、西海国立公園「九十九島」を中心として、「自然」「歴史・文化」「伝統芸能」「祭」「海産物・農産物・果物」「酒」などの地域固有の資
源があるものの、現状はハウステンボスなど特定のエリアへ向かうために立ち寄る観光客が多く、市全域にうまく観光客を誘導する仕組みが弱く、
賑わいが一時的、局所的になってしまっています。
これらの点在する観光資源を線で繋ぎ、観光客により長く佐世保市に滞留してもらう仕組みづくりを行い、賑わいの創出に結びつけていくことが
今後の課題となっています。

各種イベント・スポットなどの強化・新規

対応：佐世保市（内容検討）
ＣＶ協会（ニーズ調査、内容検討、ＰＲ）
民間事業者（ツアー商品販売、イベント等実施）

課題対応＝強みの強化、弱み克服

（３）重点事業案 ④

スケジュール
令和２～３年度：ニーズ調査、観光ルート造成
令和４年度～：周遊ツアー・プロモーション展開

地域と連携したハウステンボスの賑わい創出事業

内容
地域と連携としたイベントの実施や観光商品の造成等により、ハウ
ステンボスを含む佐世保全体の観光客の満足度の向上を図ること
で、リピーターを含む観光客の獲得に繋げる取り組みを実施

訴求・整備素材

中心市街地 ２大観光資源 旧軍港・鎮守府 その他の魅力

〇 〇 〇 〇

２ 現状と課題

傾向・機会への対策

WITHコロナ デジタル化の推進 新たな観光のトレンド イベント・周年記念

〇 〇

１ 位置づけ

４ 具体的な取り組み

３ 事業概要

佐世保観光コンベンション協会とハウステンボスが中心となり、既存の調査内容を含めたマーケティングの現状を分析するとともに、必要なマー
ケティング調査を行ったうえで戦略を策定し、ハウステンボスと佐世保市内の観光施設等を組み合わせ、滞在時間の延長ができる商品等の造成
販売を行います。



47

佐世保市観光人材活用・育成事業観光人材育成・地域事業者との連携

訴求・整備素材

中心市街地 ２大観光資源 旧軍港・鎮守府 その他の魅力

〇 〇 〇 〇

３ 事業概要

４ 具体的な取り組み

課題対応＝強み伸長・弱み克服

マイクロツーリズムの成功に寄与するのが、観光マイスターの増加と考えるが、これまでの本事
業の評価と今後、推進するための具体的な策を伺います。（R2.9月議会 鶴議員より）
（観光マイスターを増やす方策についてのお尋ね）←課題解決のために検討開始
⇒観光マイスターに活躍の場を設けることで意識向上を図る。

２ 現状と課題

５ 効果

〇市内観光情報発信の強化と観光マイスターのスキル習熟により、市内周遊促進と満足度の向上につながる。
〇スキルアップ（育成講座）と活躍の場（情報発信）を示すことで、観光マイスターの意識の向上や受験者数の増加が見込める。

傾向・機会への対策

WITHコロナ デジタル化の推進 新たな観光のトレンド イベント・周年記念

〇 〇

１ 位置づけ

マイスターが観光地やグルメ等、おすすめの観光情報を発信するもの。
※観光マイスターに活躍の場を設けることで意識向上を図る

※最も評価が高い投稿をした観光マイスターへ佐世保市の特産品等をプ
レゼント！（投稿意欲の向上）

これまで単発で年数回実施してきた観光ガイド養成講座やインバウ
ンド受入講座等を集約する。佐世保の歴史や観光、インバウンド受
入に関する知識習得のほか、現場でのガイド体験研修等を実施す
ることで、各分野で活躍できる観光人材の育成を図る。

観光マイスターを活用した情報発信事業【情報発信手順 （案）】

Instagram ・撮影した写真や動画を記事ともにCV協会へ送付
→担当が確認・校正後、アカウントへ投稿Facebook

YouTube
・観光マイスターが出演する動画を撮影・編集し、YouTubeアカウントへ投稿
（例）マイスターがご案内するタクシー旅

マイスターおすすめ市内のレモンステーキBEST５

Blog ・ホームページリニューアルにより新たに開設するブログページ内に観光マイスター
による 「ディープな佐世保」記事を投稿

佐世保市観光人材育成講座（案）

対象 観光ﾏｲｽﾀｰ

定員 最大２０名程度（応募多数の場合は抽選）

カリキュラム
①佐世保の歴史・観光 ②インバウンド受入、異文化への理解
③映像講座 ④まち歩きガイド体験 ⑤実地モニター試験（10回程度）

受講費 講座1回当たり2,000円（食事や体験プログラムを含む）

課題 ・レベル：市内全域をガイドできる ・制度：講座が修了したら認定証を渡す

令和２年度：情報発信に係るルール策定、マイスターへの案内送付
令和３年度：随時投稿・撮影 ※景品は要検討
令和４年度：随時投稿・撮影
令和５年度：広告配信等、アカウントのフォロワー拡大の検討

令和２年度：カリキュラム（案）の検討
令和３年度：会場、講師等手配、スケジュール調整
令和４年度：観光人材育成講座の実施
令和５年度：観光人材育成講座の実施（レベルアップ版）

県内の観光ガイドや観光施設のスタッフのサービスの質が低下している可能性

体験プログラム・ツアーガイドに対する評価が飲食店従業員・宿泊施設従業員・土産店
従業員に対する評価と比較して低い（じゃらん宿泊旅行調査/来訪者満足度調査より）
⇒観光人材・観光ガイドの育成が急務である。

ゴールドのみ可

シルバー・ゴールド

（３）重点事業案 ⑤
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SASEBO Demand Taxi Project

観光情報センターへの問い合わせのうち７割は、ﾊﾟｰﾙｼｰや九十九島展望所へのアクセスで、このうち「行き方」の問い合わせは年間約１万件に
上ります。観光客のうち約６割が自家用車利用のため、少なくとも約４千名は二次交通の利用が想定されます。

佐世保駅から展海峰へのバス路線は、平日が７本、土日祝日が５本と限られており、所要時間は約５０分必要です。また、展海峰からの折り返し
も到着後約２０分と短く、次のバスまでには約２時間の待ち時間があります。旅行者にとって滞在時間２時間は長く、往復のバス移動を含めると４時
間もの時間が必要となるため、訪問をあきらめる方も多いと考えられます。

また、九十九島パールシーリゾートから展海峰へは直通のバス路線もなく、水辺から展望台まで、九十九島を広い視野で楽しんでいただくために
は、アクセスの向上が課題です。

SASEBO Demand Taxi Projectについて 対応

料 金
（案）

パールシー ⇔ 佐世保駅 500円/人
パールシー ⇔ 展海峰・九十九島観光公園 500円/人
佐世保駅 ⇔ 展海峰・九十九島観光公園 1,000円/人

佐世保市 設計、実施

懸案 クルーズバス海風やタクシープランなど、既存商品との整理やすみわけ等が必要 ＣＶ ニーズ調査、ＰＲ

二次交通対策の推進

課題対応＝弱み克服

（３）重点事業案 ⑥

訴求・整備素材

中心市街地 ２大観光資源 旧軍港・鎮守府 その他の魅力

〇 〇

２ 現状と課題

傾向・機会への対策

WITHコロナ デジタル化の推進 新たな観光のトレンド イベント・周年記念

〇 〇

１ 位置づけ

３ 事業概要

４ 具体的な取り組み

九十九島をより広く楽しんでいただくことと、バス路線補完を目的に、佐世保駅と観光地（パールシーリゾート、展海峰、九十九島観光公園）間にデ
マンドタクシー（予約制）の導入に向けた実証実験を行います。

５ 効果

●公共交通機関を利用した周遊ルートの提供・九十九島パールシーリゾート及び展海峰周辺への観光客の増加
●観光客の満足度向上とリピーターの獲得、滞在時間の延長

二次交通対策

スケジュール
令和２～３年度にニーズ調査、実現可能性を検討
令和４年度に実証実験、事業継続検討



8.参考資料
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項目
平成28
年

平成29
年

平成30
年

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

佐世保市観光客
数（宿泊）

目標値 1,890 1,950 1,980 2,000 1,694 1,760 1,826 1,892

実 績 1,635 1,672 1,559 1,534 ― ― ― ―

乖離 255 278 421 466 ― ― ― ―

（単位：千人）１ 佐世保市宿泊観光客数

年 台湾 香港 韓国 タイ 中国 アメリカ その他 合計

2015年
(H27)

92,096 18,713 19,552 5,084 5,303 10,293 7,472 158,513

2016年
(H28)

59,800 11,016 16,837 4,155 6,669 15,757 5,033 119,267

2017年
(H29)

62,738 12,177 20,570 3,037 7,586 14,641 16,986 137,735

2018年
(H30)

67,387 12,544 19,946 3,378 10,242 15,618 10,543 139,658

2019年
(R1)

53,782 14,275 8,757 3,618 12,653 25,628 21,596 140,309

２ 佐世保市外国人宿泊客数 （単位：人）

（1）観光客数等の実績 １／４
50

出典：佐世保市観光統計



（単位：％）４ 佐世保市への来訪者居住地割合

３ 佐世保市での滞在期間割合

（1）観光客数等の実績 ２／４
51

年 北海道 東北 関東 甲信越 東海 北陸 関西
中国
・四国

九州 海外 無回答

2016年
(H28)

0.3 0.7 10.9 0.4 3.8 0.2 8.4 6.8 66.8 0.2 1.5

2017年
(H29)

0.6 0.6 17.0 1.1 4.4 0.6 8.4 5.0 58.6 0.4 3.4

2018年
(H30)

0.4 0.7 12.7 0.5 3.2 0.6 8.8 5.8 64.3 0.1 2.9

2019年
(R1)

0.8 1.0 9.5 0.3 3.4 0.2 8.8 3.9 64.9 0.2 7.1

年
日帰り
（半日）

日帰り
（１日）

１泊２日 ２泊３日 ３泊以上 無回答 日帰り計 宿泊計

2015年
(H27)

21.4 14.5 41.5 15.4 6.5 0.7 36.0 63.4

2016年
(H28)

25.7 24.7 32.4 11.7 4.0 1.5 50.4 48.1

2017年
(H29)

23.0 18.2 30.9 16.4 8.4 3.2 41.2 55.6

2018年
(H30)

47.6 12.2 23.0 9.2 4.9 4.0 58.9 37.1

2019年
(R1)

47.4 9.4 20.3 11.8 6.6 4.6 56.8 38.7

全観光圏
2019年

18.0 10.3 43.5 15.3 8.3 4.5 28.4 67.1

（単位：％）

出典：来訪者満足度調査



（1）観光客数等の実績 ３／４
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５ 観光客数の推移（延べ人数）

場所 Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ０１
Ｈ２７以降
の増減

九十九島ﾊﾟｰﾙｼｰﾘｿﾞｰﾄ 816,400 707,056 707,399 722,228 695,627 -120,773

弓張岳 93,600 86,333 81,432 78,357 100,973 7,373

動植物園 197,261 192,498 219,126 187,318 192,361 -4,900

ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ 3,087,500 2,869,800 2,820,600 2,700,900 2,526,800 -560,700

海自史料館 81,859 71,649 65,794 63,562 64,560 -17,299

展海峰 143,000 139,726 184,126 232,664 296,849 153,849

針尾送信所 22,709 23,034 35,802 37,635 42,548 19,839

クルーズ船 58,164 111,132 139,156 311,628 249,472 191,308

黒島の集落 － － － 6,470 3,648 3,648

その他 1,419,025 1,504,360 1,632,820 1,672,106 1,651,516 232,491

合計 5,919,518 5,705,588 5,886,255 6,012,868 5,824,354 -95,164

平成27年から令和元年までの観光客数は、全体として横ばいで推移しているが、ハウステンボスを
除くと46.5万人の増となっており、展海峰やクルーズ、日本遺産などへの取組の成果と考えられま

す。ハウステンボスの観光客減少が他の観光施設に大きく影響していないと考えられ、観光施設間
の連携や周遊が不足していると考えられます。



（単位：％）７ 旅行の同行者割合

６ 北部九州（福岡・大分・熊本・佐賀・長崎）からの来訪者、性別年代別割合

（1）観光客数等の実績 ４／４
53

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代 90代 総計

男性 2.0 5.6 9.8 7.8 7.8 7.7 3.6 0.7 0 45.2

女性 1.5 7.8 13.1 9.5 8.4 7.3 6.0 0.9 0.3 54.8

（単位：％）

子供連れ
家族（未就
学児含む）

子供連れ
家族（小～
高校生）

大人の家族 夫婦 カップル 友人 職場や団体 ひとり その他 無回答

2019年
(R1)

22.7 6.0 12.4 17.1 7.7 13.9 7.2 10.8 1.8 0.3

全観光圏 11.5 12.8 14.5 25.8 5.0 14.4 4.8 8.8 2.1 0.2

８ 旅行で利用した交通機関割合

鉄道
（新幹線）

鉄道
（新幹線以
外）

飛行機 バス 自家用車 レンタカー 船舶 その他 無回答

2019年
(R1)

8.5 12.8 11.6 15.4 57.6 5.8 8.5 5.4 0.7

全観光圏 12.2 13.4 9.8 11.2 58.6 13.7 7.5 3.2 1.0

（単位：％）

出典：令和元年度来訪者満足度調査


