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In Japan, the regional cooperation for tourism development has been promoted. In 2008, Tourism Area Development 
Act was established. This paper aims to discuss the possibilities and challenges of regional cooperation to foster 
tourism destination and communities based on the tourism area system. Through the case study of Sasebo-Ojika 
Tourism Area, the framework of regional cooperation is established and dispatch of information is strengthened. In 
addition, the conservation of natural environment and landscape might lead to regional spatial planning. However, the 
difference of characteristics and direction of tourism development make it difficult to cooperate deeply between 
major city(Sasebo) and remote island(Ojika). 
 
Keywords: fostering tourism destination and communities, tourism area, regional cooperation, regional planning 

 観光地域づくり、観光圏、広域連携、広域計画 
 
1. はじめに  

全国の地域で、観光振興による地域活性化の取り組みが行わ

れる中、広域連携による観光地域づくりが注目されている。政府

が2012年3月に閣議決定した観光立国推進基本計画では、国内

外から選好される魅力ある観光地域づくりのために、複数地域間

の広域連携を強化することとされている 1)。また、2015年8月に

閣議決定された国土形成計画（全国計画）においても、「コンパ

クト＋ネットワーク」として広域的な観光周遊ルートの形成が示

されるとともに、個々の地域のみならず複数の地域間で連携を強

化し、ストーリ性やテーマ性に富んだ多様な広域観光周遊ルート

を形成し、情報発信力を高めることが示されている 2)。 

観光振興における広域連携は、制度に基づかない自発的な取

り組みとしても各地で行われてきた(1)が、2008年5月には、滞在

型観光の促進を目的とした「観光圏の整備による観光旅客の来訪

及び滞在の促進に関する法律」（以下、観光圏整備法）が成立し、

広域的な観光地域づくりの促進が図られている。本稿では、観光

圏整備法に基づく観光地域づくりに着目し、佐世保・小値賀観光

圏の事例を通して、広域連携の意義と課題について考察すること

を目的とする。 

観光圏と広域連携に関する既往研究としては、観光圏整備法

の内容について考察したもの 3)、伊豆観光圏を事例に、主に「観

光組織」論から広域観光の現状と課題を考察したもの 4)、地域間

連携による地域ブランド構築と戦略的ゾーニングに着目して観

光圏の可能性と課題を論じたもの 5)などがある。本稿では、新基

本方針（2012年）に基づく観光圏の事例を取り上げるとともに、

広域計画の観点から考察を加えることを試みる。 

 

2. 観光地域づくりと広域連携 

 まず、広域観光の必要性について整理しておく。 

 第1に、観光客側の視点からすれば、観光客は、観光行動を行

う際に行政区域を意識しないことが指摘される 6)。特に遠方から

訪れる場合は、観光の範囲も広くなる。このことは、旅行業者か

ら見ても同様であり、観光客のニーズを反映した地域単位で旅行

商品の販売を考える。 

 第2に、観光地について見れば、一定程度繁栄を維持するため

には複数の観光資源が必要となることが指摘される 4)。広域観光

はこのことに寄与する。また、ブランド資産をもとに既存の行政

区を超えた連携を図ることで、そのエリアで新しい体験価値を創

造することの重要性も指摘される 5)。 

 第3に、広域計画の観点からは、地域ツーリズムの振興が広域

的な空間・環境管理の求心力になりうる 6)。地域ツーリズム（着

地型観光）では、地域が持つ自然や文化などの魅力を掘り起こす

ことで地域住民の誇りを醸成し、交流や体験を通じて訪問者にそ

の魅力を知ってもらい、将来的な移住・定住にも繋げていくこと

が目指されているが、このような取り組みが、地域が主体となっ

た広域計画に展開していくことが期待されている。 

 次に、こうした広域観光を推進する上での連携の必要性につい

て整理する。 

 第1に、観光には、関係自治体、観光業、運輸業、農林水産業

など多様な主体が関わることである 3)4)6)。そのため、観光地域づ

くりにおいても、官民による広域的なガバナンスの形成が必要と

なる。 

 第2に、単一の地域では十分な観光振興や受け入れ体制の構築

が困難な場合に、広域的な連携によって効果的な取り組みが可能

となることである 4)。 

 以上の整理を踏まえ、本稿では、以下の点に着目しつつ、観光

圏制度に基づく広域連携の事例を考察する。 

・広域ガバナンスの形成：観光地域における広域的な連携体制を
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いかに構築していくか 

・広域計画への展開可能性：持続可能な観光地域づくり、将来的

な広域空間・環境管理に向けた可能性と課題 

 

3. 観光圏制度の内容 

 本章では、観光圏整備法に基づく観光圏制度の概要について整

理する。 

(1) 観光圏制度の目的 

 観光圏制度は、いわゆるゴールデンルートの地域以外にも、特

定のテーマを持って国内外に訴求する際立った魅力を持つ観光

地域を創出し、観光を通じた地域の活性化を図ることを目的とし

ている 7)。これは、観光立国の実現には、国内外からの観光旅客

の来訪・滞在を促進し、交流人口の拡大、地域の活性化を図るた

め、観光旅客が、従来の名所旧跡に加えて、市街地、農山漁村等

を回遊し、地域住民と交流する滞在交流型観光の振興が不可欠で

あるとの認識に基づく 8)。 

(2) 観光圏の考え方 

 観光圏整備法においては、主務大臣は、観光圏の整備による観

光旅客の来訪及び滞在の促進に関する基本方針を定めることに

なっている。最初の基本方針は2008年7月に定められ（以下、

旧基本方針）、2012年12月に改正された（以下、新基本方針）。 

 観光圏整備法第2条では、観光圏とは「滞在促進地区が存在し、

かつ、自然、歴史、文化等において密接な関係が認められる観光

地を一体とした区域」とされている。同法案の国会審議の中では、

観光圏がどの程度の空間的広がりをもった地域を指すのかにつ

いて議論があった 3)。新基本方針においては、観光圏の区域は「既

存の行政区域にとらわれず、自然、歴史、文化等における観光地

間の密接な関係に加え、生活圏としての関係を踏まえつつ、･･･

主たる滞在促進地区からの具体的な動線、ニーズ等を勘案して、

当該観光圏の区域が、中長期的に安定的かつ継続的に一体性を確

保できるものかどうか、また、観光旅客による二泊三日以上の滞

在に対応可能かどうかという観点から、地域において自主的に設

定するもの」とされている。このうち下線部は、旧基本方針の改

正によって新たに加えられたものであり、観光圏の設定にも生活

圏や地域の一体性が求められるようになったと言える。 

(3) 観光圏事業のプロセス 

 観光圏整備法および新基本方針に基づく観光圏事業の流れを

図-1に示した。 

 まず、市町村または都道府県は、単独または共同で、観光圏や

滞在促進地区の区域、基本的な方針や目標、観光圏整備事業と実 

 

 

【図-1】観光圏事業の流れ（観光庁HPをもとに著者作成） 

施主体について定めた「観光圏整備計画」を策定する。次に、観

光圏整備事業を実施しようとする者は共同して、事業の目標・内

容・実施時期・資金等を定めた「観光圏整備実施計画」を策定す

る。この実施計画が国土交通大臣に申請され認定されると、旅行

業法、道路運送法、海上運送法等の特例や、農山漁村活性化プロ

ジェクト支援交付金による支援を受けることができる。 

 観光圏整備計画の策定にあたっては、協議会を組織することが

できる。新基本方針では、協議会による十分な議論と検討が期待

されており、行政機関、観光協会等観光関係者、商工会、農林漁

業等の関係者、NPO、観光地域づくりプラットフォーム等の幅

広い関係者による構成が推奨されている。行政機関内でも、観光

部局のみならず幅広い部局の連携が求められている。 

 また、観光地域づくりにおいては、企画・立案や合意形成のた

めの知識や経験を有する「観光地域づくりマネージャー」を育成

するとともに、マネージャーを構成員とし、法人格を有する「観

光地域づくりプラットフォーム」が事業の総合的な企画立案、調

整、管理・評価等を行うことが期待されている。さらに、地域住

民の観光地域づくりに対する意識啓発と参加促進を図ることと

されている。 

(4) 観光圏の推進状況 

 旧基本方針に基づく観光圏整備実施計画認定地域は49地域あ

ったが、新基本方針に基づく認定地域は13地域である（2015年

4月時点）。表-1に、13の観光圏と構成市町村を示す。 

 本稿で取り上げる佐世保・小値賀観光圏は2013年度に認定さ

れた6地域のうちのひとつであり、新基本方針に基づく新観光圏

の中では取り組みが長い。佐世保市は旧基本方針に基づく旧観光

圏の取り組みも行っていた。また、長崎県内第2の都市である佐 

 

【表-1】新基本方針に基づく観光圏整備実施計画認定地域 

観光圏整備実施
計画認定地域

認定
年度

構成市町村

富良野・美瑛観光
圏

2013
富良野市、美瑛町、上富良野町、中富良
野町、南富良野町、占冠村

八ヶ岳観光圏 2013 北杜市、富士見町、原村

雪国観光圏 2013
魚沼市、南魚沼市、湯沢町、十日町市、
津南町、みなかみ町、栄村

にし阿波～剣山・吉
野川観光圏

2013 美馬市、三好市、つるぎ町、東みよし町

「海風の国」佐世
保・小値賀観光圏

2013 佐世保市、小値賀町

阿蘇くじゅう観光圏 2013
阿蘇市、南小国町、小国町、産山村、高
森町、西原村、南阿蘇村、山都町、竹田
市、高千穂町

ニセコ観光圏 2014 蘭越町、ニセコ町、倶知安町

浜名湖観光圏 2014 浜松市、湖西市

海の京都観光圏 2014
福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京
丹後市、伊根町、与謝野町

豊の国千年ロマン
観光圏

2014
別府市、中津市、豊後高田市、杵築市、
宇佐市、国東市、日出町、姫島村

水のカムイ観光圏 2015 釧路市、弟子屈町

トキめき佐渡・にい
がた観光圏

2015 新潟市、佐渡市

香川せとうちアート
観光圏

2015

高松市、丸亀市、坂出市、善通寺市、観
音寺市、さぬき市、東かがわ市、三豊市、
土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇
多津町、綾川町、琴平町、多度津町、ま
んのう町  

（観光庁HPをもとに著者作成） 
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世保市と、離島である小値賀町という異なる特性を持つ自治体で

構成されている点も特徴であると言える。 

 

4. 佐世保・小値賀観光圏の事例 

 本章では、観光圏制度に基づく観光地域づくりの事例として、

佐世保・小値賀観光圏を取り上げ、広域連携の意義と課題につい

て考察する。そのために、佐世保・小値賀観光圏整備計画・整備

実施計画等の資料分析に加えて、佐世保・小値賀観光圏推進協議

会の構成団体に対してヒアリング調査を行った(2)。 

(1) 連携体制と構築プロセス 

(i) 連携の経緯 

 佐世保・小値賀観光圏は、長崎県佐世保市と小値賀町の1市1

町で形成されている。佐世保市は、旧基本方針のもとで、平戸市、

西海市、鹿町町、江迎町に呼び掛け、3市2町（その後鹿町町と

江迎町は佐世保市に合併）で「平戸・佐世保・西海ロングステイ

観光圏 海からはじまる西★遊記～島・海・ひとが紡ぎだす、ぐ

るり西海 悠・時間～」（2009～2013 年度）に取り組んでいた。

佐世保市は、新観光圏の認定を目指すに当たり、引き続き平戸市、

西海市に声を掛けたが、両市は参加を見送った(3)。佐世保市では、

「海」を切り口にほかに連携できるところがないかを模索し、新

基本方針で観光圏の形成に際して生活圏を踏まえることとされ

ていたことから、佐世保港と航路（高速船、フェリー）で結ばれ

ており、既にアイランドツーリズムで実績があった小値賀町に声

を掛けたことで、1市1町の枠組みが形成された。小値賀町側と

しては佐世保市側から依頼された形であるが、観光圏に認定され

ることによる財政的な支援もメリットであった(4)。 

(ii) 連携体制 

 小値賀・佐世保観光圏における推進体制を図-2に示す。 

 観光地域づくりプラットフォームは、佐世保観光コンベンショ

ン協会であり、コンセプトづくりや事業計画の作成において中心

的な役割を担っている。同協会は観光地域ブランド確立支援事業

の採択を受けており、事業費の4割が国からの補助、2割が県か

らの補助、4割が1市1町の拠出となっている。 

 事業計画や予算の案は観光地域づくりマネージャー会議で検

討され、観光圏推進委員会（佐世保観光コンベンション協会正副

理事長、おぢかアイランドツーリズム協会理事長、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）で協議 

 

 

【図-2】小値賀・佐世保観光圏の推進体制 

（参考文献9およびヒアリング調査をもとに著者作成） 

される。最終的には、最高意思決定機関である観光圏推進協議会

（佐世保市長、小値賀町長、佐世保観光コンベンション協会理事

長、おぢかアイランドツーリズム協会理事長）で決定される。 

 実際に事業を推進する上では、ソフトのみならずハード整備も

関係するため、佐世保市では関係部局から構成される観光圏庁内

プロジェクト会議を設置して、各部局の取り組みの検討や調整が

行われている。小値賀町では、アイランドツーリズム協会がコン

テンツを作り、行政が財政・法手続きの支援をするという役割分

担であるが、役場内では佐世保市役所のような体制はまだとられ

ていない。また、マネージャー会議で提案しても、観光圏の補助

事業に当てはまるかという役所内の議論になりがちだという問

題点も指摘された(5)。 

 一方で、民間事業者も含めた連携体制はまだ構築されていない。

後述するように、佐世保市側では、これまでのところは各地区の

受け皿づくりに優先的に取り組んでおり、様々な業種の事業者が

入ったワーキンググループの設置は検討段階である。個別事業に

ついては、例えば宿泊施設の認証制度の導入検討に際して旅館組

合と勉強会を行ったりはしているが、連携の意義をどう伝えるか

が課題であるとの指摘があった(6)。小値賀町では、タクシー・バ

スがそれぞれ1台しかないため、民泊などについての旅館との協

議が主となるが(7)、広域的に考えると、生活及び観光で必要な航

路の問題があり、費用もかかることから事業者との連携が難しい

面がある(8)。 

(2) 取り組みの内容 

(i) コンセプトと交流地区 

 佐世保・小値賀観光圏では、「「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～」をコンセプトとしている。コ

ンセプトの作成に当たっては、佐世保観光コンベンション協会観

光地域づくり推進室（現企画推進課）が中心となり、小値賀町側

の関係者も集まって協議がなされた。同地域は、海域に面し、古

くから大陸との交流があり、佐世保も軍港から発展した都市であ

るといった歴史的背景のもとで、観光圏の圏域をひとつの「海舞

台（ステージ）」として捉え、各エリアでの体験プログラムを「場

面（シーン）」として見せていく、というのがコンセプトの考え

方である(9)。こうした共通コンセプトは、観光圏の方向性・指針

となり、取り組みを進める上でのやりやすさに繋がっている(10)。 

 佐世保・小値賀観光圏では、エリアとして、11 の交流地区を

設定し、それぞれにエリアコンセプトを定めている（図-3、表-2）。

共通のコンセプトに引き付けつつ、各地区の違いを見せるという

重層的な関係となっていると言える。また、佐世保・小値賀観光

圏には、長崎県内で最大の集客力を持つ観光施設・ハウステンボ

スがあるが、ハウステンボスは早岐・ハウステンボス・宮交流地

区の一部であり、整備実施計画でも早岐・宮地区が前面に出され、

ハウステンボスとの連携による周遊が想定されるなど、控えめな

位置づけであるように見受けられる。これは、観光産業は経済・

社会情勢の影響を受けやすく、ハウステンボスのみに頼らずに、

地域全体としての魅力向上が必要であるという認識が背景にあ

る(11)。 
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(ii) 観光地域づくり 

 まず、観光圏整備実施計画を見ると、「空間形成等の考え方」

として、自然風景、歴史・文化の景観が観光圏の象徴的空間とし

て強調され、島々、浦々、港、海から見える景観・街並み・建築

物等を保全しながらまちづくりに取り組むことが示されており、

広域的な空間・環境管理の意識を読み取ることができる。 

 次に、観光圏における具体的な取り組みを見る。 

 佐世保市内では、2011年度から、「SASEBO時旅」という着地

型観光に取り組んでいた。これは、市民ガイドや地域の人によっ

て佐世保の自然、歴史、文化などの魅力を掘り起こし、プログラ

ムを企画することでその価値を再発見するという取り組み 10)で

あり、観光圏整備事業にも位置づけられるとともに、観光地域づ

くりの下地にもなっている。加えて、佐世保観光コンベンション

協会が各地区に入って、観光客を受け入れる体制づくりに取り組

んでおり、黒島地区ではNPO法人黒島観光協会が、江迎地区で

は江迎活性化協議会が立ち上がっている。これらの取り組みの背

景には、持続的な観光地域づくりには地元の力が不可欠であると

いう考えと、人口減少・少子高齢化が進んでいるという状況があ

り、観光を切り口に地域の魅力を知ってもらい、将来的には移

住・定住に繋がれば、という地域住民の自発的な組織化に結び付

いた。しかし、実際に活動に携わることができる住民は多くはな

く、地域おこし協力隊の活用や、若い世代が帰ってくることも見

据えながら、長期的な取り組みが必要であると考えられている(12)。 

 また、観光地域づくりの具体的事例としては、俵ヶ浦半島にお

けるトレイルコースづくりがある。2013 年度から 3 年間、九州

大学が関わって住民ワークショップを行い、コースづくりや道標

づくりを行っている 11)12)。この取り組みは 2016 年度から佐世保

市も連携して継続することになっており、観光圏整備計画の期間

が5年間であることを考えれば、市の施策に組み込まれることで

継続的な取り組みに繋がっていく可能性がある(13)。 

 一方、小値賀町内では、廃校を利用した簡易宿泊施設である野

崎島自然学塾村（1989年～）、農林漁業体験民泊（2006年～）、

古民家ステイ（2010 年～）などのアイランドツーリズムに取り

組んできており、Iターン者も増えている 13)。観光圏整備実施計

画では、今後はさらに地域の意識醸成や体制強化による来島者受 

【表-2】交流地区とエリアコンセプト 

エリアコンセプト

① 小値賀 暮らすように旅をする、小値賀島。

② 宇久 海人の風待ち浦、宇久。

③ 九十九島南部 208通りの風が生まれる多島海の大自然。

④ 黒島 ”花群れる”祈りの島、黒島。

⑤
九十九島北部・小佐々・
鹿町・高島・相浦

多島海に揉まれ鍛われた、心優しき漁師た
ちの浦々。

⑥ 江迎 もてなしの時を重ね心を束ねた笑むかえ。

⑦
吉井・白岳高原・世知
原・柚木

浦々に恵みをもたらす、豊穣の里山。

⑧ 三川内 世界一の名声を得た、小さき皿山。

⑨
早岐・ハウステンボス・
宮

昔人の対峙と交流の面影、早岐の瀬戸。

⑩
俵ヶ浦半島・高後崎・
針尾島

理に適い、情に適った東郷さんの佐世保
港。

⑪ 佐世保市街地 近代日本の生き証人、港まち佐世保。

交流地区

 

（佐世保・小値賀観光圏整備実施計画より著者作成） 

 

け入れ体制の充実、新たな切り口での滞在プログラムの企画造成

等に取り組むとしているが、住民ワークショップによる案内板作

成は行われているものの、「海風の国」というテーマが設定され

たことによる新たな取り組みや、住民による自主的な活動の動き

には至っていない(14)。 

(iii) 広域連携の成果と課題 

 観光圏としての広域連携という観点からみると、成果としては、

従来の自治体ごとの観光案内から、佐世保・小値賀観光圏ガイド

ブック「海風旅。」を作成・発行して広域的な情報発信を行うよ

うになったことがある。特に小値賀町にとって佐世保はゲートウ

ェイであり、佐世保における情報発信力が強化されたことはメリ

ットとして認識されている。また、観光圏が形成されたことによ

って、佐世保市・小値賀町の関係者が観光地域づくりについて協

議する新たな場ができたことも成果であると言える。 

 他方、課題としては、佐世保市、小値賀町それぞれの取り組み

はあるものの、観光圏整備実施計画にある滞在プログラムや両市

町の交流地区にまたがるプログラムの商品化はまだ行われてい

ない。また、協議の場はできたものの、例えば佐世保観光コンベ

ンション協会が小値賀町の観光地域づくりについて提案するよ

うな動き（あるいはその逆）には至っておらず、自治体を超えた

観光の中身に関わる連携の深化は今後の課題となっている。 

 さらに、佐世保市と小値賀町の観光に対するスタンスの相違も

見られる。佐世保市は都市規模が大きく、インバウンドによる観

光客の増加・受け入れを目指している一方、離島である小値賀町

では、宿泊施設の収容力や航路による輸送力に限界があり、観光

客の急激な増加には対応できない面がある。特に、世界遺産の登

録を目指す「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」の構成資産が

ある野崎島は、世界遺産に登録されれば観光客の大幅な増加が予

想される反面、島の自然環境や野生のシカの生息に悪影響を及ぼ

すことも懸念されている(15)。この点は、同じく構成資産があり、

観光協会を立ち上げた黒島の動きとは対照的である。このように、

生活圏としては一体であっても、県北の中核都市と離島という特

性の相違、目指す観光の方向性の違いが、広域連携を難しくして

いる面がみられた。 

 

【図-3】佐世保・小値賀観光圏の位置と交流地区 

（佐世保・小値賀観光圏説明資料、観光圏整備実施計画より著者作成。 

地図はEsri社の全国市区町村界データ・ベースマップを使用） 

- 320 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.14, 2016 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.14, February, 2016 

 

 

 

5. まとめ 

 本稿では、佐世保・小値賀観光圏を事例に、広域連携に基づく

観光地域づくりの意義と課題について考察することを目的とし

た。最後に、2章で設定した2つの視点について知見をまとめる。 

 第1に、広域ガバナンスの形成については、観光圏制度の枠組

みのもとで、佐世保市が主導的な役割を果たし、観光圏の形成、

計画作成を行っていることがわかった。広域連携を推進する上で

は、取り組みを促す制度的枠組みの存在は一定の意義を持つと言

える。ただし、持続的な取り組みに繋げるため、現段階では各地

区の受け皿づくりに優先的に取り組んでおり、民間事業者との連

携はこれからの課題である。 

 また、広域連携を行う上では、観光という一見協力関係を築き

やすいテーマであっても、中核都市と離島など、それぞれの自治

体が持つ特性が異なっていると、共通の方向性を持って実施する

ことが難しいことも明らかとなった。観光振興における広域ガバ

ナンスを形成する上では、必ずしも生活圏が適当とは言えないこ

とが示唆された。 

 第2に、広域計画への展開可能性については、交流・体験を重

視する着地型・滞在型の観光地域づくりが、地域のもつ自然・文

化などの資源を再発見していくプロセスであることから、共通の

テーマのもとで、自然環境や景観を保全していく取り組みが意識

されている。また、人口減少・少子高齢化を共通認識とした地域

の自発的な組織づくりも、持続可能な空間・環境管理に繋がる可

能性が期待される。しかし、広域圏内での特性の違いや自治体の

壁も実態として存在しており、構築された協議の場を活用して、

多様性を活かした広域観光ルートの提案や旅行商品の造成など、

広域的な実績を作っていくことが課題と言えよう。 

 今後は、観光に関わる事業者や住民に対する調査、他の観光圏

との比較分析、制度に基づかない自発的な広域観光の取り組みと

の比較等を通じて、広域連携に基づく観光地域づくりの意義につ

いて研究を深めていきたい。 
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補注 

(1) 九州地方における例として、九州中央地域連携推進協議会（九州中央

77）がある。これは、熊本・大分・宮崎県の77市町村（1997年の設立

当時、現在は35市町村）で、九州中央地域の特性を活かした一体的な

振興整備を図ることを目的としており、スタンプラリー等の事業を実施

している。また、県を超えるレベルでは、九州地方知事会と経済4団体

による九州地域戦略会議の活動をもとに一般社団法人九州観光推進機

構が設立されており、2015年には広域観光周遊ルート形成計画（温泉

アイランド九州）の申請も行っている。 
(2) 訪問先及び実施日は次の通り。佐世保市観光物産振興局・公益財団法

人佐世保観光コンベンション協会（2015年11月24日）、小値賀町総務

課観光係（2015年12月8日）、特定非営利活動法人おぢかアイランド

ツーリズム協会（2015年12月9日）。 
(3) 佐世保市へのヒアリングによれば、予算面の問題と、旧観光圏の成果

が不透明であったためとのことであった。 
(4) おぢかアイランドツーリズム協会へのヒアリングより。 
(5) 小値賀町へのヒアリングより。 
(6) 佐世保市・佐世保観光コンベンション協会へのヒアリングより。 

                                                                                
(7) おぢかアイランドツーリズム協会へのヒアリングより。 
(8) 小値賀町へのヒアリングより。 
(9) 佐世保市・佐世保観光コンベンション協会へのヒアリング、また参考

文献9より。 
(10) 佐世保市・佐世保観光コンベンション協会へのヒアリングより。 
(11) 佐世保市・佐世保観光コンベンション協会へのヒアリングより。 
(12) 佐世保市・佐世保観光コンベンション協会へのヒアリングより。 
(13) 佐世保市・佐世保観光コンベンション協会へのヒアリングより。 
(14) 小値賀町へのヒアリングより。 
(15) おぢかアイランドツーリズム協会へのヒアリングより。 
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