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１．事業概要 

 

１－１ 事業の目的 

 

（１）本事業の目的 

 

四国においては、豊かな観光資源を有するにもかかわらず、これらの地域資源を活か

した地域振興に成果を上げられない地域が少なからず存在すると言われている。 

その理由として、地域資源を活用した「着地型旅行商品」の商品づくりや、「着地型

旅行商品」の重要な要素である仕組みや組織づくり、ガイドやインストラクター等の育

成がうまくいってないことや、多様化したニーズを持つ旅行者（消費者）のもとに的確

に届ける情報発信や流通の仕組みが整備されていないことなどが挙げられる。 

本調査では、こうした地域の中から自ら観光地域振興に意欲を有する地域として高知

県吾川郡いの町を選定し、いの町における観光資源を活用した着地型旅行商品の流通、

観光振興に係る組織・人材づくりなど、いの町の観光振興に係る様々な課題について、

有識者（旅行事業者・交通事業者・学識者など）によるコンサルティング等を行い、課

題の解決策等を提示することを通じて、同じような課題を抱えている四国各地域に向け

た観光地域振興のモデルを示すとともに、観光庁が提唱する観光地域プラットフォーム

づくりの可能性を検討する。 

 

１－２ コンサルティング事業実施箇所（コンサルティング事業応募者） 

 

（１）実施個所 
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（２）いの町におけるコンサルティング事業の目的 

 

今回のコンサルティング事業の対象地域であるいの町は､高知県の中央部に位置し高

知県の２市３町２村（高知市、土佐市、越知町、仁淀川町、

土佐町、大川村、日高村）、愛媛県の２市１町（西条市、新

居浜市、久万高原町）と接している。平成１６年１０月１日

の吾川郡伊野町、吾川郡吾北村、土佐郡本川村の合併により

誕生したいの町は、その北部に四国山地石鎚山系の雄大な

山々を有し、四国三郎として名高い吉野川の源流域を抱える

とともに、中部から南部にかけては「仁淀ブルー」として知

られる清流仁淀川が流れる。町内の各地に名爆が点在し、棚

田の風景や渓谷の連なりも、いの町の豊かな自然美をあらわ

している。 

 いの町の面積は、470.1平方キロメートルと高知県

の面積の 6.6％を占め、また、人口は平成 24 年９月

末日現在で 25,668人をかぞえ、県内の町の中で最大

の人口を有する町となっている。 

主要な幹線道路として、いの町を縦断し高知市と

愛媛県西条市を結ぶ国道 194号線は、平成 11年度の

新寒風山トンネルの開通により利便性が格段に高ま

り、いの町の高知県の北の玄関口としての重要性が増している。また、国道 194号線と

交差する形で国道 439号線がいの町の東西を横断しており、国道 32号線と国道 33号線

を結ぶ主要な幹線道路として整備が進められている。高速道路のインターチェンジは、

いの町南東部に高知自動車道伊野インターチェンジを有している。 

また、道路のほかに県都高知市とはＪＲ土讃線、土佐電気鉄道伊野線により結ばれて

おり、いの町南東部における交通条件は非常に良いといえる。 

 

観光資源としては、北部の本川エリアには国重要文化財の「山中家住宅」、石鎚山な

どの雄大な峰の眺めを楽しめることからＵＦＯラインの愛称で親しまれる「町道瓶ヶ森

線」、四国の水力発電所の中で最大の出力を誇る「本川発電所」、室町時代よりつづく仮

面の神々の舞い、国指定重要無形民俗文化財「本川神楽」、中部の吾北エリアには映画

『絵の中のぼくの村』の舞台となった清流「枝川川」、県天然記念物の「シャクジョウ

カタシ（ヤブツバキ）」、美しい棚田の風景「津賀谷の棚田」、四季折々で異なる趣のあ

る「程野の滝」があり、南部の伊野エリアには、日本一の水質を誇る「仁淀川」の流れ

に沿って「名越屋沈下橋」や、和紙の手漉き体験やカヌー体験のできる道の駅「土佐和

紙工芸村」があり、毎年ゴールデンウィークにはいの町特産の紙「不織布」を使った「紙
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のこいのぼり」が仁淀川を泳ぐ。伊野エリアの中心部にある「椙本神社（いの大国さま）」

の大祭は土佐の三大祭りに数えられており、廻り舞台が現存する八代八幡宮では「八代

農村歌舞伎」が行われる。 

このようにいの町は、多種多様な観光資源を有するにもかかわらず、現状は交流、滞

在型としての魅力を十分発揮できているとは言い難い状況で、その理由として、以下の

理由が挙げられる。 

 

 ３つの町が合併してできた「いの町」は平野部から山間部まで非常に広域であるの

で、旅行ニーズに対して明確なコンセプトが伝わっていない。 

 

 着地型旅行商品のターゲット（地域や属性）等の絞り込みが十分と言えないため、

旅行業界やメディア等への発信が十分とは言えない。 

 

 観光資源を活用した着地型旅行商品の作り込みが十分とは言えない。(着地型旅行

商品の要であるガイドやインストラクターの育成や、商品の仕組みづくりができて

いない) 

 

 テレビ放映等により「仁淀ブルー」として全国に知られるようになった仁淀川はい

の町の中南部を流れるため、吉野川の源流域であるいの町の北部が相対的に知名度

が低くなってしまっている。 

 

 今後増加していくと考えられる「着地型旅行商品」の商品づくりや発信、観光客の

受け入れ等を行うための仕組みや人材の育成はこれからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内の全域で観光を考えるのではなく、今回は北部から中部の地域を主要な調査エリ

アと考え、いの町の北の玄関からの交流人口の拡大と、『広域ゾーン』での拠点づくり

を考える 
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１－３ 事業の実施体制及び方法 

 

有識者（旅行会社・交通事業者・学識者など）による「いの町観光まちづくりアドバイ

ザリー会議」を３回実施し、いの町が取り組んでいる観光振興の様々な課題に対して、ア

ドバイスや提言を行った。 

 

いの町観光まちづくりアドバイザリー会議委員名簿(順不同・敬称略) 

所属　・　役職等　 氏　　名

（株）城西館　取締役　宿泊営業部長 藤本　幸太郎

(株)フジ・トラベルサービス　ＷＥＢ・メディア課長 髙橋　佳裕

四国ツーリズム創造機構　事業推進本部長 平尾　政彦

四国旅客鉄道(株)　営業部長 矢田　栄一

四国地方整備局　事業調整官 山地　秀樹

四国経済産業局　商業・流通・サービス産業課長 小山　和徳

四国運輸局　企画観光部長 鈴木　貴典
 

 

いの町観光まちづくりアドバイザリー会議実施状況 

回 実施日・場所 実施内容 

第１回 平成２５年２月１４日（木） 

土佐和紙工芸村くらうど 

・いの町観光協会による観光の取り組

み、抱えている課題等のプレゼンテー

ション、委員との意見交換 

・現地視察の実施（土佐和紙工芸村「く

らうど」で紙すき体験） 

第２回 平成２５年２月１５日（金） 

いの町内(吾北・本川エリア) 

グリーンパークほどの 

・現地視察の実施（大瀧の滝・本川エネ

ルギープラザ発電所見学・道の駅「木

の香」（昼食）・周辺施設視察・グリー

ンパークほどのなど） 

・委員との意見交換会 
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第３回 平成２５年３月２１日（木） 

かんぽの宿伊野 

・第１回、第２回会議を踏まえた委員に

よるコンサルティングの実施 

 

１－４ 事業フロー 

 

１月 

 

 

２月 

 

 

 

 

３月 

 

 

 

 

４月～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・事前調査 

・観光マーケティングシートの作成 

委員の意見 

現地視察評価シート 

第１回・第２回アドバイザリー会議 

2月 14日（木）～15日（金） 

アドバイザリー会議の提案書の作成 

第３回アドバイザリー会議 

3月 21日（木） 
報告書の作成 

アドバイザリー会議のプレゼン資料等の作成 

いの町の取り組みに活用 
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２．観光まちづくりアドバイザリー会議の実施 

２－１ 第１回観光まちづくりアドバイザリー会議 

 

実施日：平成 25年 2月 14日（木） 

開催日時：（会議）13時 00分～15時 00分 

     （視察）15時 30分～16時 00分 

開催場所：土佐和紙工芸村「くらうど 」 

実施概要： 

いの町観光協会筒井氏より、「いの町観光マーケテ

ィングシート」に基づき、いの町の観光の現状・

課題・今後の商品企画などに関してプレゼンテー

ションがあった。 

その後、アドバイザリー会議委員より、質疑応答

及びいの町係者との意見交換を行なった。 

会議終了後、土佐和紙工芸村「くらうど」で、紙

すき体験(はがき作り)を体験する現地視察を実施

した。 

 
会議の様子 

 
紙すき体験を現地視察 

 

○いの町プレゼンテーション資料 

いの町における観光地域資源を活用した
着地型旅行商品の流通促進等に関する調査事業

第１回 調査委員会

～いの町の観光地域資源のいまとこれから～

会議資料１
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①地域の推進体制

観光振興に向けた地域の推進組織

いの町商工会

いの町観光協会

仁淀川観光地域協議会

グリーンツーリズム研究会

いの町ガイドクラブ

いの町役場

 

②他の地域との連携体制

仁淀川地域観光協議会

（土佐市、いの町、日高村、佐川町、越知町、仁淀川町）

194号線利用促進同盟会

（いの町、愛媛県西条市、…）

道の駅連携

（木の香、６３３美の里、土佐和紙工芸村くらうど）

（土佐さめうら【土佐町】、四万十大正【四万十町】）

 

③地域の観光資源について

仁淀川・吉野川の２大清流。

石鎚山系

海抜約１０m～１８００mまでの高低差があ
り、温度差もあるため、桜や紅葉を１カ月
以上楽しむことができる。
町内を巡るだけで、季節の変化を楽しむこ
とができる。

 

いの町まっぷ

Ａ

Ｂ

Ｃ
Ｄ Ｅ Ｆ

Ｇ Ｈ
Ｉ

Ｊ Ｋ

 

Ａ．石鎚山系

 

Ｂ．町道瓶が森線

 

Ｃ．氷室の大瀧

 

Ｄ．山中家住宅

 



8 

 

Ｅ．本川神楽

 

Ｆ．吉野川のめぐみ

 

Ｇ．グリーンパークほどの

 

Ｈ．日本一のヤブツバキ

 

Ｉ．津賀谷の棚田

 

Ｊ．仁淀川

 

Ｋ．旧伊野町中心部のまちなみ

 

a．いのちょうの「買う」
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b．いの町の「食」

 

c．いの町の体験メニュー

 

d．温泉

町内５つの
施設を使った
お湯めぐりも
実施中

 

e．農泊

 

④着地型旅行商品へのヒント

手つかずの自然。

高知で最も寒い場所

（四国内でも冬の造形は見られない）

 

石鎚山系を活用したプログラム

冬山の利用

ハイクリング
ハイキング

+

サイクリング

 

体験メニュープログラム
 グリーンパークほどの（バウムクーヘン・帽子パン）

 

⑤これからに向けての課題

全体とした推進体制

推進体制の中心となる組織は？

各組織を結ぶネットワークづくり

体験メニューのインストラクター不足

まちのブランドイメージの構築
顧客に対してどのように情報発信していくか
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⑥ご助言・ご提案をいただきたいこと

北の玄関口（愛媛県側）・本川エリアへの
誘客にむけた

◆商品造成

◆仕組みづくり

◆情報発信について

 

⑥ご助言・ご提案をいただきたいこと

いの町のキャッチコピーについて

豊かな自然と心に出会えるまち・いの

 

⑥ご助言・ご提案をいただきたいこと

どのように点在する観光地域資源を結び
つけ、地域の魅力アップにつなげるか

ストーリー化？

 

 

 

２－２ 第２回観光まちづくりアドバイザリー会議 

 

実施日：平成 25年 2月 15日(金) 

開催日時：7時 30分～17時 00分 

開催場所：いの町内の視察(主として北部の吾北・本

川エリア) 

実施概要： 

下記行程で現地視察を行なった。視察のポイントは、

北部玄関の本川エリアへの集客、広域連携による観

光振興の可能性、いの町のイメージづくり(ブランデ

ィングに必要なもの)の３点で、視察後、視察の感想

などの意見交換を行なった。 

 

 
本川エネルギープラザ発電所を見学 

 

 
グリーンパークほどので 

バウムクーヘンづくりを体験 
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（１）視察行程 

時間 内容 視察チェックポイント 

7：30 宿泊施設 出発  

9：00 

9：30 大瀧の滝 

・いの町の北の玄関口、本川エリア

の観光地域資源のストーリー化に

ついて 

10：30 

11：30 
本川エネルギープラザ 

発電所見学 

・いの町の北の玄関口、本川エリア

の観光地域資源のストーリー化に

ついて 

12：00 

13：30 

道の駅「木の香」（昼食） 

周辺施設 視察 

・木の香市などの取り組み。 

・きじ肉を使った料理メニュー 

14：30 

15：00 
グリーンパークほどの 

・いの町の体験メニュー 

15：00 

16：00 

第２回調査委員会 

（グリーンパークほどの） 

 

17：00 宿泊施設  

 

（２）視察後の所感・提案 

 土佐和紙工芸村「くらうど」 

・いの町に３か所ある道の駅のひとつ。 

・食事施設、宿泊施設、温泉施設を併設しており、カヌーや

紙すきの体験もできる。 

 

藤本委員 ・ＪＡ直販所の品揃えがさびしい。野菜が少ない。 

・新進気鋭の芸術家を呼び、和紙体験とのコラボイベント(県観光特使を利用し

て)紙漉き体験人間国宝の技をみる体験後、購入できる。またはプレゼント 

高橋委員 ・仁淀川流域のツアー企画の際には昼食・体験等・立ち寄り等、可能な限りで

組み込みしている。 

・愛媛発のバスツアーについては、日帰り圏内のため、宿泊施設としての利用

は現在考えていない。 

平尾委員 ・和紙の体験は面白かった。 

・食事処もこの地域としては洒落ていて結構です。 

・お土産販売も工夫がみられます。 

・宿泊場所はレイアウトが不便です。（デザイン優先でやむを得ないのでしょう） 

・マキで焚いたお風呂が良かった。（売りにできます） 
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矢田委員 ・紙漉き体験は面白かった。 

・はがきサイズ・色紙以外にも、中級コース・上級コース的な体験メニューが

あれば、リピーター確保に繋がるのではないか。 

山地委員 ・施設全体のイメージはおしゃれな雰囲気で良い。 

・体験ものが充実しており、通年可能な紙漉体験は大変よいと思う。 

・自然エネルギーの温泉はＰＲできる。冬場の体験メニューが少ないので、薪

割りなどの体験を検討してはどうか。 

・宿泊施設については、夏場の団体客を想定しての和室タイプと思われるが、

通年して利用しやすいようにシングルタイプで安価な部屋を増やしてはどう

か。４階まで部屋があるので高齢者等に配慮しエレベーターは必須。 

・土佐和紙のおみやげが充実しているが、高価な物もあるので、購買力アップ

のため、たまにＳＡＬＥをしてはどうか。 

小山委員 ・手漉き和紙体験の楽しさがもっと実感できるようなパンフの作成 

鈴木委員 ・和紙作り体験は価格も安く、個人、団体でも利用しうる商品であるが、消費

者を引きつけるフックが弱い印象。 

・利用者の増加を図るためには、教育関係等への営業がもっとも有効と思われ

る。また、母の日にカーネーションを使って感謝を表す手紙を作るイベント

を行う等、季節に応じたメニューを作っていくことも有効と思われる。 

・サービス改善については、絵付けのための草花の活用方法について、より丁

寧な説明が必要と思われる。 

 

 道の駅｢６３３美の里｣ 

・国道 194号と国道 439号が交わる場所にあり、この２つの数

字を足した「633」に、自然の美しさを表す「美」をつけて

「633美の里」と命名された。 

・物産館、レストラン、お菓子屋がある。 

 

 

藤本委員 ・直販所での野菜の日時情報発信（今日は○○野菜が入荷！！） 

・生産者の顔が欲しい 

・珍野菜の時期 

・メルマガを送ることができないか 

例をあげれば、道の駅とおわ 

高橋委員 ・過去のツアーで立ち寄りにて利用させてもらったが、試食コーナーは好評で

あった。個人的に「ぬた」の商品化を希望 

平尾委員 ・おいしいイチゴを買って帰りました。それとショウガも。 

・おそい時間だったので野菜は売り切れでした。（地方発送したい客もいると思

います。チャンスですよ） 
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山地委員 ・滞在時間が短かったので、十分視察出来なかったが、ここでしか買えないよ

うな特産品を外から見えるようにＰＲすべき。また、商品の展示に工夫が必

要。（商品の特徴、ＰＲポイントを書いたカードを添えるなど） 

鈴木委員 ・季節もあり、訪問時に客が少なかったためか、静かで動きが乏しい印象。可

能であれば、むささびを飼うなど、何らか動きのあるものを店内に置くこと

が出来たら良い。 

・むささび亭には、つがにうどんなどの地元名物があることは評価できるが、

特長の解説や味の説明など、来訪者向けの案内を充実することができないか。 

・特産野菜の売れ行きが良い一方で入荷が少ない、との話があった。入荷量を

確保するためには、経済的なメリットも重要であるが、生産者にとってもこ

の施設が身近で大切な施設になることが必要。このため、地域のイベントの

会場に使っていただくなどの努力も有効かと思われる。 

・パンフレットに生産者の写真を載せるのは、生産者にとっても良い印象を与

えると思われる。また、地場野菜の販売かごにも、生産者の写真や自己ＰＲ

を添付する等の工夫ができればなお良い。 

 

 大瀧の滝 

・断崖を太い一筋の流れが落ちる堂々とした滝で、冬場には見事な氷

爆が見られる。 

 

藤本委員 ・ツララを使った体験メニュー 

＜例＞ ツララで飲むウイスキー 

    写真スポット・上手な撮り方 

高橋委員 ・大変素晴らしいが、バスツアーを企画するにあたっては、交通事情の問題で

マイクロバスしか入らず、厳しいと思われる。 

・個人客には是非 PRすべきであるが、自然景観のため、見られない可能性もあ

り、打ち出しには注意が必要と思われる。 

平尾委員 ・将来は近くにトイレを設置しましょう。寒い季節の結氷写真が売りですが女

性はトイレに困りそうです。 

・できるだけ早く滝についてのウンチクを書いた案内板を設置してください。 

山地委員 ・交通手段は自家用車に限られており、道路事情が悪くアクセスに時間がかか

るため、目的意識がない限りはわざわざ見に来ないと思われる。 

・観光地として活かすのであれば、手動式のライトアップのほかに、見栄えを

良くするための地元の方の努力などを音声で紹介する装置を設置してはどう

か。また、四季の写真の展示場やトイレなどを作ってはどうか。 
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・地名表示の看板がかなり老朽化しており、記念撮影時に役に立たない。 

・アクセス道路沿いの営林署の名残や小さい滝付近に、駐車可能な休憩施設を

作ってはどうか。 

鈴木委員 ・大滝自身は見事であり、車窓からの景色もきれいであるが、もう少し多頻度

に立ち寄りポイントがないと、なかなかドライブコース等としても選択され

にくいと思われるため、川辺に下りられる場所等の立ち寄りポイントを拾い

上げ、あわせてＰＲすべき。 

・需要平準化や関連施設の経営問題等を踏まえ、カヌー体験等のキラーコンテ

ンツの無い「冬」の観光コースを、大瀧を中心に、具体的に検討することが

必要であり、その際には、近隣市町と共同で検討することが必要。 

 

 本川エネルギープラザ発電所 

・四国の水力発電所の中で、最大の発電能力を持つ発電所。 

・揚水発電所＝電気の需要の少なくなる深夜に、余裕のできた

電力を使って下池から上池に水をくみ上げ、昼間の電気がも

っとも多く使われるピーク時に、上池から下池に水を落とし

て発電を行う。 
 

藤本委員 ・専門的な知識プラス初心者・観光客向けの笑い話など 

高橋委員 ・大規模な施設に圧倒された。旅行素材としては成り立つと思うが、旅行商品

としての打ち出し方法（お客様に行きたいと思わせる動機付け）を考えなけ

ればならない。 

平尾委員 ・四電と地元が一緒になって校外学習に売り込めばもっと来てくれます。当然

ながら食事場所、買い物場所も推薦しましょう。 

・職員は一生けん命ガイドしていますが もう少しブラッシュアップするとな

お効果があがります。（四電に対し要望しましょう） 

山地委員 ・現在の状態では見学ツアーであり、リピーターはあまり期待できないと思う

が、発電ダムとしての施設規模も大きく、ダム自体もロックフィルと四国で

も珍しいので、この辺をうまくＰＲすることで集客もできるのではないか。 

・説明は雰囲気のやわらかい女性の方が良いと思われる。 

小山委員 ・他の観光資源には寄らず、当発電所だけの見学客もある程度多いのであれば、

観光協会当たりが四国電力の協力を得て、地元産品・観光パンフ等を施設の

一角に展示または販売スペースを設ける等してＰＲを行う。 

鈴木委員 ・発電システムの説明ぶりの改善等も重要であるが、それ以上に、四国電力の

営業活動により集められた見学者を、如何に「いの」観光に誘導するかが重

要なポイント。 

・来訪者の多くは、学校、自治会、ロータリー等の諸団体であり、教育的な体
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験プログラムの需要層としても親和性が高いと考えられるため、四国電力の

協力を得て、そのマッチングを図るべき。また、いの観光により見学者の満

足度が向上すれば、四国電力にもメリットがあるとともに、口コミ等を通じ

た「いの」観光の新たなＰＲ媒体としても期待できる。 

 

 道の駅「木の香」 

・いの町に３か所ある道の駅のひとつで、本川エリアにある道

の駅。 

・食事施設、宿泊施設、温泉施設を併設しており、フリーマー

ケットの開催もある。  

藤本委員 ・本川じゃがいもの販売(素揚げ、じゃがバターなど) 

 お土産で加工されていないもの 

ストーリー性と希少性(年間 100ｋｇ) 

・きじとじゃがいもの山賊焼き 

・地域の方が食べている食べ方ができる場所にする 

・土産ものを特色のあるものに。どこでも買えるものではさびしい。 

高橋委員 ・瓶ヶ森登山・エコ・グリーンツーリズム等、ビジターセンターとしての窓口

を設置するのはいかがだろうか？ 

平尾委員 ・昼食をとりましたが、メニューにさらなる工夫が必要です。 

いちいち説明するのも大変でしょうからメニューにウンチクを書きましょ

う。 

・麺とカレーの組み合わせよりももっとほかの組み合わせがいいです。 

カレーは野菜サラダとのセットに限定。麺ならば炊き込みご飯とのセットな

ど。 

・景色は良い場所でした。 

山地委員 ・温浴、宿泊施設は改修中とのことで見学できなかったためコメントはなし。 

・レストランの雰囲気は、店員の制服や木のテーブルなど清潔感があり良い。 

・ランチメニューについて、ボリューム、味ともに満足できるものであったが

割高な設定のため、ファミリー向けではないと思う。好みのメニューを客が

組み合わせして注文できるシステムにしてはどうか。 

・キジ肉が売りとのことだが、キジ本来の肉の味が不明。肉の付加価値をもっ

とＰＲすべきと思う。そこでしか食せないのであれば、それを目的に来訪者

があると思う。 

・道路案内看板が寂れていたので更新したほうがよいのではないか。 

・Ｒ１９４沿いに何件か古民家的な廃屋や倉庫などが見られたので、「一の谷の

やかた」とともに、「食」を楽しめるゾーンとして、それらの有効活用を検討

してはどうだろうか。 
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鈴木委員 ・キジや地元野菜等を使用したメニューをよりアピールすべき。また、その希

少性や効用等についても、丁寧に案内すべき。 

・地元物産の販売が少ない印象。数量が少なく入荷が難しいと思われるが、工

夫で補うことが必要。例えば、デザインのきれいな和紙や和紙はがき、紙の

鯉のぼりのミニチュア等、あまり売れなくとも空間としての雰囲気の向上に

つながりそうなものあるものを置いてみる、など。 

 

 グリーンパークほどの 

・いの町の体験メニューの一つの拠点で、バウムクーヘンづく

りの体験ができる。 

・登山道、キャンプ場等が整備されている。 

・秋には「ほのほの王国もみじまつり」が開催される。 
 

藤本委員 ・アスレチックの整備(子供が安心して遊べるよう) 

・木登り体験 

・ゴーカートの利用(いいサーキットがあるので、勿体ない。 

高橋委員 ・バームクーヘン作りが有名だが、現在色々な地域で実施しているため、県外

からのお客様を誘客するには立地の問題もあり、厳しいと思われる。 

平尾委員 ・野外ステージ、子供の遊具などは地元の人向けですね。 

・バウムクーヘンづくりは秀逸でした。人気の体験メニューとして大々的に売

り込みすれば良いでしょう。カップル向けに「愛のバウムクーヘンづくり」

とかのネーミングで。 

山地委員 ・バウムクーヘン作りなどの体験ものは良いと思うが、ほかにここでしか出来

ないような体験ものがあればもっと良いのではないか。 

・国道沿いの案内標識や、入り口？の門柱が寂れており立ち寄りにくい雰囲気

なので修理すべき。 

（その他） 

・本川神楽の体験などができるようにしてはどうか。 

・ＵＦＯラインで酸欠マラソン（参加者約 400 名）などのイベントを開催して

いるようだが規模拡大を検討してみてはどうか。 

・吉野川源流や寒風山ＴＮ（一般国道で最も長いトンネル）も観光資源になる

のではないか。 

小山委員 ・バウムクーヘン作り体験の楽しさがもっと実感できるようなパンフの作成 

鈴木委員 ・バウムクーヘン作り体験は、誰でも楽しむことができる楽しい体験メニュー。

きれいに焼くことに想像以上に夢中になれるが、チラシ等では、その楽しさ

が伝わりにくいと思われるため、工夫も必要。 
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（３）いの町の北の玄関口・本川エリアへの誘客について 

藤本委員 ・本川じゃがいもなどまだまだ知られていないものが多い。 

・松山、東予、西讃向けの商品開発 

 ファミリー向け、団塊世代向け商品開発 

・絶えず、情報発信(メディア、ＳＮＳ) 

高橋委員 ・現在、「仁淀川」ブランドが強いため、仁淀川流域（いの町南部）へのツアー

（国道 33号線利用）が多くなっている。瓶ヶ森は大変魅力的な観光素材である  

ため、今後もツアー化を検討している。（昨年 11 月にツアーを組み、21 名集

客したが、旅行当日、降雪による通行止めのため中止となった。）継続的なツ

アー化を目指す場合、素材のブラッシュアップ（光る観光地づくり）、ターゲ

ットの明確化、広域連携が必要であると思われる。 

平尾委員 ・西条と一緒になって売り込みしましょう。地図はいの町のものだけでなく西

条の観光地をいれましょう。西条市にもいの町の目玉をいれてもらうように

依頼して双方の道の駅など拠点にパンフレットを置きあうことも必要。 

・ターゲット市場は高知よりも愛媛、香川、岡山、広島を狙いましょう。 

 フジトラベルさんと城西館さんに商品を造りつづけていただきましょう。 

 両社の販売力に期待です。特に城西館さん経由で多くの旅行会社にも売り込   

 みできるはずです。 

山地委員 ・キャッチコピーに提案した「仁淀川ブルー」をテーマとした「観光ゾーン」

として、土佐人の土佐弁による情報発信を採用する。 

・たくさんの観光地メニューがあるが、例えば「食」「体験」「イベント」とい

ったターゲットに絞ってメニューを整理すべき。絞ったメニューに対し、必

ず「仁淀川ブルー」を感じられる工夫を考える。 

・本川エリアの道路沿いは、観光地案内の看板やのぼり旗などを「仁淀川ブル

ー」をイメージ出来るデザインで統一することで、特別な「観光ゾーン」で

あることを強調する。 

小山委員 ・西条市側からの北玄関口として、本川地区には「一の谷やかた」「手打ちそば

時屋」「木の香」「よっていき屋」等、飲食の店が多いので、「食のゾーン」と

して位置付け、それを「全体」の良さと「個」の深さを上手くバランスさせ

て重点的にＰＲする。個々のものについて、他にない特徴付けを行い前面に

打ち出す。 

・まずは成功事例をひとつ作るとすれば、有力候補のひとつにならないか。 

・愛媛県側近隣市町村等の小学校等の日帰り体験遠足の誘致を積極的に行う。 

鈴木委員 ・誘客を図る最大の障害は移動時間が長いことであると考えられるため、まず

は、本川揚水発電所見学者を、いの観光に誘導し、高い満足を感じながらお

帰りいただくことに努力すべき。 
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・本川地区そのものを目的とする来訪者を増加させるためには、①わざわざ本

川地区に来ないと味わえない、②かつ、わざわざ来る価値がある、ことを満

たすことが必要。このような観点から、これまでのプレゼン等の内容からす

れば、UFO ライン＋一ノ谷やかた等での特長のある食事、という組み合わせ

が有望かと思われる。 

・UFO ラインについては、景観を楽しめるようにするための駐車場等の整備の

ほか、吉野川源流や各山頂への徒歩ルートの整備や、パワースポット化（霊

場としての説明、ストーリー仕立て）等のソフト施策も重要と考えられる。 

 

（４）広域連携による観光振興の展開について 

藤本委員 ・県境の西条市そして東予・松山の観光協会、エージェント、道の駅などとの

連携 

・高速ＳＡ・ＰＡでの情報発信利用 

高橋委員 ・愛媛県東予地域・久万高原町・高知県嶺北地域（過去ツアー実施済）・仁淀川

地域観光協議会（6 市町連携）等、現在観光振興に注力している地域のため、

こういった地域との連携は充分可能であると思われる。 

平尾委員 ・西条市との連携(上記７で言及)） 

・高知県のコンベンション協会を活用してください。 

・西条市以外にも周辺観光地を地図にいれて共同で販売するようにしましょう。 

矢田委員 ・連携ありきではなく、連携すべき地域に積極的に推進する人がいるかいない

かが重要と思われます。 

山地委員 ・西条市方面からのアクセスが良いことから、まずは、西条市との連携を検討

してはどうか？特に本川エリアは石鎚国定公園など魅力ある観光地と連携、

共存できる「観光ゾーン」として発信する。 

小山委員 ・観光客は「いの町へ行っていろいろなものを観たい」ではなく、「（いの町に

たまたまある）○○○へ行きたい」という発想と思料。食なら食、滝なら滝、

体験なら体験というように特定のテーマを顧客が設定して、（その場所がどこ

にあっても関係なく）そこに行きたいという志向が増加している感あり。 

・いの町だけの閉鎖型で考えるのではなく、近隣市町村や全県下的に特定テー

マ・分野について横串を通すような考え方も必要ではないか。 

・体験型観光のＰＲにおいて、「城西館ガイドブック」掲載分について「詳細版

資料：体験者の生の声など」を作成し、両輪でＰＲするなど。 

鈴木委員 ・広域連携による観光振興は、主に、様々な魅力のある観光地を結びつける広

域的な観光ルートの形成から始められることが多い。しかしながら、ＪＲや

高速道路との距離が離れている地域では、このような手法は必ずしも容易で

ない。 



19 

 

・このような点も踏まえると、まずは、仁淀川地域観光協議会や西条市との間

で、具体的な連携事業を進めることがもっとも重要と考えられる。 

・また、県や四国ツーリズム創造機構等の広域観光団体に、ＰＲ等での支援を

受けることは重要であるため、これらの団体とは密に連絡を取り合うととも

に、彼らがＰＲしたくなるようなツールの準備をしておく必要がある。この

ほか、加盟団体が多いこれらの組織で、いの町が大きく取り扱われるために

は、一定の集客が実現されており、良い評判を得ていることが必要であるた

め、その意味でも、上記の本川揚水発電所見学者の誘導等、できるところか

ら始めて良い評判を得ていくこと、が重要。 

 

（５）いの町のキャッチコピーについて 

藤本委員 ・水が生まれるまちいの 

・水を育むまち いの町 

・清流(仁淀川・吉野川)を育む山のまち いの町 

・仁淀川、吉野川源流がある山のまち いの町 

高橋委員 ・日本一の素材がいくつかある事を踏まえ、「INO NO1」 

平尾委員 ・四国の山上は邪馬台国という説があります。（大杉博さんの説です） 

 まだこれを売りにしているところはありません。先に言った人の勝ちです。 

 邪馬台国伝説の町「いの町」 

 相当なセンセーションを呼ぶでしょう。対抗馬は多いですから邪馬台国サミ

ットを開催するのも一手です。 

矢田委員 ・現在の｢豊かな自然と心に出会えるまち･いの｣は良いキャッチコピーと思いま

す。 

・キャッチコピーを新しくつくることも方策かもしれませんが、キャッチコピ

ーの意味を、広く遍く地元の方々が理解して、これに基づいた行動を能動的

にとっていくようになることが必要と考えます。したがって、｢いかにキャッ

チコピーを浸透させて、どのように活性化を図るか｣について検討することも

重要と考えます。 

山地委員 ・現在のものは、漠然としたイメージしかわかないどこにでもあるようなもの

で、具体性とインパクトに欠ける。提案として、水質日本一の「仁淀川ブル

ー」をテーマとし、例えば「仁淀川ブルーに包まれた町 いの」ではどうか。 

小山委員 ・キャッチコピーのことではないが、寒風山トンネルが「5,432ｍ」なので、 

例えば観光バスが、トンネルの 5,000ｍ、5,400ｍ、5,430ｍ及び出口（5,432

ｍ）を通過時に「５、４、３、２」と車内でカウントダウンするような何か

企画ができないか。「１（イチ）」と「０（ゼロ）」については、どこかの目的

地に着いた時に行う等。･･･目的地には、カウントダウンとともに高まる期待
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値に応えられるだけの魅力が求められることになる。 

鈴木委員 ・会議の席でも発言したが「わざわざ一つの概念に押し込める必要はなく、顧

客ごと、観光商品ごとにストーリーがあって良いのではないか」と思われる。 

・行政側の事情等も踏まえ、あえてキャッチコピーを付けるとすれば、 

①いの町でもっとも高い知名度を有している資源は、仁淀川であること、

②仁淀川のイメージと他の観光資源に共通するイメージを言葉で表せば

「純粋」「透明」「まじりっけのなさ」 

と言ったところになると思われること、からすれば、例えば、「奇跡の清流・

仁淀ブルーが輝く“ピュア”なまち、いの」などがコピーとして思いつく

が、このフレーズを付したら旅行が売れるのか、現実的な検討が必要だと

思われる。 

・キャッチコピーからは若干外れるが、夏期のカヌー体験やこいのぼりイベン

ト等のほかに、定常的に、仁淀川の良いイメージを体感できる観光メニュー

が少ないことの方が、観光振興の上で問題であると思われる。屋形船に加え

て、仁淀川を楽しむガイドツアーや仁淀川をイメージできる飲料等の物販品

開発にも、是非取り組んでいただきたい。 

 

２－３ 第３回観光まちづくりアドバイザリー会議 

 

実施日：平成 25年 3月 21日（木） 

開催日時：13時 30分～15時 30分 

開催場所：かんぽの宿｢伊野｣会議室 

議事概要：第１回、第２回アドバイザリー会議等を

踏まえて作成した「アドバイザリー会議からの提案

書」に基づき、委員によるコンサルティングを実施

した。  

 

 

第３回観光まちづくりアドバイザリー会議で出された委員及びいの町関係者の意見を踏

まえ、「観光まちづくりアドバイザリー会議によるいの町への提案」を作成した。 
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３．観光まちづくりアドバイザリー会議による提案 

 

３－１ いの町の北の玄関口・本川エリアへの誘客について 

   

委員からのアドバイス 

・キャッチコピーに提案した「仁淀川ブルー」をテーマとした「観光ゾーン」として、

土佐人の土佐弁による情報発信を採用する。 

・本川エリアの道路沿いは、観光地案内の看板やのぼり旗などを「仁淀川ブルー」をイ

メージ出来るデザインで統一することで、特別な「観光ゾーン」であることを強調す

る。 

・西条市側からの北玄関口として、本川地区には「一の谷やかた」「手打ちそば時屋」

「木の香」「よっていき屋」等、飲食の店が多いので、「食のゾーン」として位置付け、

それを「全体」の良さと「個」の深さを上手くバランスさせて重点的にＰＲする。個々

のものについて、他にない特徴付けを行い前面に打ち出す。 

・松山、東予、西讃向けの商品開発、ファミリー向け、団塊世代向け商品開発 

・ターゲット市場は高知よりも愛媛、香川、岡山、広島を狙いましょう。 

フジトラベルさんと城西館さんに商品を造りつづけていただきましょう。 

両社の販売力に期待です。特に城西館さん経由で多くの旅行会社にも売り込みできる

はずです。 

・誘客を図る最大の障害は移動時間が長いことであると考えられるため、まずは、本川

揚水発電所見学者を、いの観光に誘導し、高い満足を感じながらお帰りいただくこと

に努力すべき。 

・本川地区そのものを目的とする来訪者を増加させるためには、①わざわざ本川地区に

来ないと味わえない、②かつ、わざわざ来る価値がある、ことを満たすことが必要。

このような観点から、これまでのプレゼン等の内容からすれば、UFOライン＋一ノ谷

やかた等での特長のある食事、という組み合わせが有望かと思われる。 

・現在、「仁淀川」ブランドが強いため、仁淀川流域（いの町南部）へのツアー（国道

33 号線利用）が多くなっている。瓶ヶ森は大変魅力的な観光素材であるため、今後

もツアー化を検討している。（昨年 11 月にツアーを組み、21 名集客したが、旅行当

日、降雪による通行止めのため中止となった。）継続的なツアー化を目指す場合、素

材のブラッシュアップ（光る観光地づくり）、ターゲットの明確化、広域連携が必要

であると思われる。 
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（１）コンセプトとターゲットを絞る 

 

いの町の北側の玄関から国道 194号を利用していの町（仁淀川エリア）を訪れる来訪者

の集客に関しては、これまでも西条市との交流人口の拡大を目指し、「194号線利用同盟会」

を立ち上げ、相互に行き来するツアーを企画・実行している。現在行っている「お湯めぐ

り」も西条市側でＰＲを行ったところ、西条市をはじめ東予方面からの来訪者が増えてい

る。 

このような取り組みを踏まえたうえで、いの町の北側の玄関からの集客ターゲットの第

一候補は、西条市を含む東予（川之江市・新居浜市・今治市など）からの日帰り客である。 

中予の松山市からは、久万高原を経由して仁淀川エリアに入るツアーも設定されている

ので、今後、次のターゲットを考えていく場合には松山エリアも誘客エリアとして考えて

いくことも重要である。 

また、少し大きな観光圏域として考えると、関西方面、首都圏からの松山、高知市内へ

の宿泊者のルートの立ち寄り箇所としても考えられる。  

旅行のニーズが多様化している中、発地ターゲットだけでなく、属性ターゲットや嗜好

別、季節ごとなどについて、ターゲットを細分化し、ターゲットごとの旅行テーマなどを

整理することも大切である。 

（例えば、中高年の夫婦、女性のグループ、アウトドア好きの３０代等が、どの季節に、

何をしに来るのかを整理する） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松山

今治

西条

新居浜

東予エリア

高知

大洲

いの町
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【事例】新・日本の旅情 琥珀「伊予の小京都・大洲と神秘の清流・仁淀川を巡る道後

温泉・土佐３日間」 

「新・日本の旅情 琥珀」は、「日

本の魅力を再発見する厳選された極

上の旅」がコンセプト。全国で 23プ

ラン（全て首都圏発）あり、四国方

面は本プランのみである。 

（JTB 創立 100 周年記念特別企画 

2013/3/31発まで催行） 

 

 

（行程表） 

 

    

（２）観光資源を磨きなおす・テーマやストーリーをつくる 

 

観光資源はあるということではなく（存在する…ｂｅｉｎｇ）、観光資源を活用して、ど

のように、楽しませるのか、遊ばせるのか（ｄｏｉｎｇ）が、今の観光では大切な要素で

ある。着地型の体験プログラムを充実することが、いの町での滞在時間を増やし、いの町

を魅力的に見せることにつながる。 

観光資源を活用した着地型の体験プログラムを充実させると共に、その担い手であるガ

イドやインストラクターの育成に、継続的に取り組むことも必要である。 

 

①体験プログラムの仕組みを作る。その決め手は「人」をじっくり育てること 

 

徳島県西部の三好市・美馬市・東三好町・つるぎ町の２市２町で構成される｢にし阿波観

光圏｣は、全国の観光圏の中でも小さな観光圏であるが、元気な観光圏として知られている。

｢にし阿波観光圏｣は、平成 20年度の｢観光圏｣認定以来、地域の原風景や歴史・伝統、暮ら

しの知恵(=日本の原風景、ほんものの田舎)などの地域資源を活かして「磨き上げる」とい
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う取り組みを地道に続けている。(テーマは、「歴史や伝説に彩られた日本の原風景の中で

過ごす心豊かな時間の創造」による来訪・滞在の促進） 

時間はかかるが、地域の自然や歴史、生活文化などを活かした体験型プログラムを整備

するとともに、ガイドやインストラクターを育てることが、地域での満足度を上げること

につながる。 

 

【事例】にし阿波観光圏のガイドツアー 

祖谷平家伝説ガイドツアー｢もうひとつ

の平家物語｣や、山城町の｢妖怪里歩き｣、

脇町、池田町の｢うだつのまち歩き｣、箸蔵

寺の「箸蔵アニマルミステリーツアー」な

ど、地元に伝わる伝承や歴史、暮らしをガ

イドと一緒に楽しむ体験プログラムの仕

組み作りに毎年取り組んでいる。 

 

「もうひとつの平家物語」のガイドの２人。 

伝える内容は、ほぼ一緒でもキャラクターによって全く別の趣がある。 

    

【事例】案内人（ガイドやインストラクター）の顔が見えることが大事 

体験プログラムは、内容はもちろん重要

であるが、ガイドやインストラクターの

｢人｣の魅力に触れることが大きな要素と

なる。「また、あのガイドさんと歩きたい」

「あのおじいさんのところにもう一度行

きたい」と思ってもらうことがリピーター

や、リテーラーにつながる。 

 

 

徳島県吉野川市美郷「キレイのさと 美郷」 

「私たちの笑顔に会いに来て」と、人をアピール。 

 

②地域の暮らしを見せる。語る。体験してもらう 

 

 地域が育んできた暮らし（農林業の体験・伝承してきた生活文化や食）を見せる、それ

について語る、そして体験してもらうことが、体験プログラムの柱になる。ここで大事な

のは、「語る」ということである。体験するコトやモノのルーツ、謂れについて「知る」こ
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と、「新たな発見のある」ことは、旅の経験値が高くなっている今の旅行者の「知的好奇心」

を満足させる。「なぜ？」に対して、その魅力を「語れる」ことは大切である。（ただし、

上手にしゃべる必要はない。口下手でも、誠意をもって接することが「いの町」の魅力と

なる） 

 

【事例】365日の体験メニュー「美郷アレ★コレ」  

 徳島県吉野川市美郷エリア（人口 1,157 人 平成

24年 10月末）では、平成 19年より美郷商工会（現

在は吉野川市商工会）が中心となって、地域の住民

と一緒に、地域資源を活用して着地型の体験プログ

ラム、食、加工品等の開発に取り組み、平成 20年に

は日本初の「梅酒特区」認定された。平成 20年から

今年まで、梅酒製造所が４事業所、農家民宿が３事

業所、菓子製造業１事業所起業、エリアの入り口に

ある物産館も小さいながら出展者の数、出展品目も

増えている。 

 中でも、着地型の体験プログラムに関しては、「美

郷 春夏秋冬 365 の体験」を目標に、「美郷そのも

の」を体験してもらうプログラム作りに取り組ん

だ。（梅農家では、梅の摘み取りだけでなく、冬場

の梅の枝の選定体験、「高開の石積み」では、生活

を支えてきた段畑の石積み体験や、その段畑で採れ

るお茶摘み体験、草団子を作る、蛍篭を編むなどがある） 

この取り組みを継続的に実施しようと、平成 23年より、季節ごと

に「美郷アレ★コレ」体験を実施している。 

※美郷アレ★コレ…「アレって何？」「コレってこうだったんだ！」 

驚きと発見！「アレはすごい」「コレは面白い」と感動！徳島県吉野

川市美郷の自然・暮らし・食・人… 自慢の体験を集めたのが「美郷

アレ★コレ」です。 
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【事例】体験型教育旅行の受け入れ（徳島県 一般社団法人そらの郷） 

修学旅行における見学型から体験型へ、団体行動

型から自主行動型へのニーズの高まりに対応するた

め、徳島県西部の三好市、美馬市、東みよし町、つ

るぎ町の２市２町で取り組んでいる。平成24年度は、

民泊登録家庭数は150軒を超え、年間４千人以上の生

徒が滞在している。長年の取り組みから、教育効果

の高い「ほんもの体験」を提供できる教育旅行先と

してのブランドを確立し、旅行会社における全国的な認知度も高まっている。体験プログ

ラムは、農山村のありのままの暮らし。普通の農家の人々が、農作業などの日常の営みを

通して、ありのまま（誇り・喜び・苦労）を伝え、学び、感動を分かち合うことで、食育

やコミュニケーション能力向上などの教育効果を見出す。（写真：そらの郷HP） 

 

③山や川の魅力を知る、体験するエコツアーは「いの」の魅力をアップする 

 

「633美の里」という名称が示す通り、ムササビなどの小動物をウォッチしたり、スノー

シューやクロスカントリースキー、かんじき等をはいてインストラクターと一緒に、冬山

を楽しむ、満天の星空を楽しむ、川をインストラクターと一緒に歩くなど、山や川の魅力

を楽しむエコツーリズムは、「いの町」の大きな魅力となる。 

 

【事例】長野・星のや軽井沢「ピッキオ」の体験プログラム 

 長野県軽井沢にある「星のや軽井沢」では、様々な体

験プログラムを用意し、宿泊客にオプションツアーとし

て提供している。その中で、森や山の自然を体験するプ

ログラムを実施しているのが「ピッキオ」（軽井沢を拠

点に野生動植物の調査研究および保全活動を行うと共

に、自然の不思議を解き明かすエコツアーや環境教育を

行っているエコツーリズムの専門家集団）（写真：ピッキオ HP） 

●空飛ぶムササビウォッチング  

夜の森の住人ムササビは、豊かな森の証。ねぐらから

のぞく愛らしい顔や毛づくろいの様子、座布団のような

体を大きく広げ、木々を伝って夕暮れの森を華麗に飛ん

でいく姿を観察します。ツアー前半はレクチャーの時

間。「何を食べているの？」「どのくらい飛べるの？」

そんな疑問にお答えします。後半は、いよいよ野外での観察。目撃率 96％を誇ります。 

●開催日：2013年 3月 16日〜11月 30日（毎日） 
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●所要時間：約１時間 30分 

●定員：各日 30名様 

●料金：大人（中学生以上）3,200円 

小学生 2,500円 幼児（４歳～６歳）無料 

●予約：出発の１時間半前までに 

    

【事例】滑床渓谷 森の国ネイチャーガイド（愛媛県松野町） 

 全長約 12 キロの滑床渓

谷は、最後の清流四万十川

の支流である目黒川の源

流。鬼ヶ城山、高月山、八

面山、三本杭など 1,000ｍ

級の山々に囲まれ、足摺宇

和海国立公園にも指定さ

れている。 

 「滑床渓谷  森の国ネイチャーガイドツアー」は、滑床渓谷をより楽しみ、

より満喫していただくためのツアー。通常なら 90 分で往復できるコースを、

ネイチャーガイドと一緒にゆっくりゆっくり３時間かけて歩く。木の大きさを

測ってみたり、ミズメの木の匂いをかいでみたり、石を観察したり、橋の上で

風の音を聞いてみたり、五感で自然を感じながら歩く。  

ネイチャーガイドと一緒に渓谷を歩くことを通して、自然を体感でき、滑床

渓谷の自然や環境に対する理解も深まり、そして、心と体が解きほぐされるプ

ログラムとして人気を集めている。 
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【事例】滑床渓谷キャニオニングツアー（愛媛県松野町 フォレスト・キャニオン） 

自然の滝や沢をウォータースライダーに見立てて滑る！滝つぼに

飛び込む！川を歩く。ヨーロッパアルプス発祥の豪快なスポーツ

で、四国では愛媛県松野町の滑床渓谷などで体験プログラムが実施

されている。滑床渓谷では、ツリー

イングの体験もできる。 

（写真：フォレスト・キャニオン HP） 

 

 

 

④冬を楽しむ仕掛け。冬こそ面白い！  

 

冬季の雪も観光資源である。スノーシューをはいてインストラクターと一緒に冬山ウォ

ッチングに出かける、途中の休憩はいの町産の美味しいお茶を入れて、キジスープの炊き

込みご飯のおにぎりを頬張るなど、いの町ならではのプログラムを作ることも可能である。

暖かい瀬戸内海側から、少し国道 194 号を登れば「冬景色」という点は、大いに活用した

い。 

 

【事例】雪原ピクニック（ピッキオ） 

スノーシュー(西洋かんじき)を使って雪原を散策。雪上に残さ

れたウサギやキツネの足跡をたどったり、珍しい野鳥の姿を観察

したり、冬の自然を満喫できるツアーです。雪上のティータイム

も至福のひととき。清々しい空気の下、暖かな飲み物でほっこり

とした時間をお楽しみください。（写真：ピッキオ HP） 

●開催日：2012年 12月 23日～2013年 3月 15日 

●開催時間：13:00～16:00 

●定員：各日 6名様 

●料金：お一人様 6,000円スノーシューのレンタル代も含 

●予約：開催日当日 11：30までにご予約 
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【事例】イーハトーヴォ安比高原自然学校 自然散策路「あるぐぅ」（岩手県） 

ホテル安比グランドのすぐ近くに自由

に散策を楽しめるスノーシュー散策コー

スをご用意。コース内には森のソリ遊びが

出来る場所や、樹木や自然に関するクイズ

があり、楽しみながら散策することが出来

る。（所要時間：１周 30分～120 分 距離

1.2～1.5ｋｍ）（写真：東北観光博 HP） 

●開催日：2012年 12月 22日 

～2013年 4月 7日 

●開催時間：9:00～16:00 

●料金：宿泊者無料、外来者 500円 スノーシューのレンタル 500円  

 

⑤地域が培ってきた食文化を提供する。 

地域で取れた季節のもの、場所がごちそうになる。 

 

様々な料理を日常で食べることが当たり前になっている現代人にとっては、「そこでしか

食べられないもの」や「その季節ならではのもの」もごちそうである。例えば、いの町で

は、つがに汁、川魚、山菜、蕎麦やキビ粉、本川ジャガイモなど、仁淀川エリアで採れる

季節の食材、仁淀川エリアで培われてきた食文化こそが、何よりのごちそうになる。 

 春先に苦みのある山菜を食べるのは、冬の間に体にたまった毒素を外に出すため、冬場

に根菜を食べるのは体を冷やさないため、ナスに味噌やショウガを添えるのは、体を冷や

す働きのあるナスに、体を温める働きのある味噌やショウガを加えることで体のバランス

を保つため等、おばあちゃんたちが伝えてきた食には、『知恵』がたくさん詰まっている。

切干大根や干しシイタケといった、いの町の冬の乾燥した風によって作られる乾物は、生

鮮野菜の少ない冬場の貴重な食である。また、つがに、川魚、山菜などは「水の恵み」が

もたらした食である。 

このような地域で培われた「食」（ルーツ）を少しだけ今風の味付けにする（例えば、切

干大根やシイタケのだしをうまく使うことによって、塩や砂糖を控えて、体に優しい等を

切り口にするなど）、提供の仕方を少しだけおしゃれにすることも、地域ならではの「食」

を考えていく上では大事なことである。 

 

【事例】美郷流マクロビオティック料理（徳島県吉野川市美郷） 

平成 19年から取り組んだ美郷の地域活性化の取り組みの目玉のひとつ。 

 美郷で採れた野菜、川魚、乾物、梅など季節のものを使う。 

 味付けは、シイタケのだしなどを上手に使うことによって塩や砂糖を控える。 
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「体に優しい」レシピを勉強し、玄米ご飯と組み合わせて、「美郷流マクロビオティック

料理」として農家民宿「きのこの里」「木の夢 ととり」等で提供している。これは決し

て新しいことではなく、美郷の人たちがこれまで培ってきた食の中で、塩や砂糖を控え

る、なるべく自家栽培の安全な野菜を使うなどの心がけを、「美郷流マクロビオティック」

というネーミングを使い、「体に優しい」「きれいになる」というメッセージを発信して

いる。（関西圏の健康などに興味のある中高年の女性層、四国の中では高松などの都市部

の女性等、ターゲットは絞った） 

   

 

   

【事例】お美姫鍋（おみきなべ）（大歩危・祖谷） 

にし阿波の風土と水で育まれた日本酒と味噌をベースに

作っただしに、地元・大歩危祖谷と徳島の食材５品（阿波

ポーク・生シイタケ・祖谷の石豆腐・祖谷のこんにゃく・

一口サイズの餅巾着（具はそば米は必須））と、３種の根菜

類（人参・大根・牛蒡）を入れた『末広がり』鍋。仕上げ

は、茹でたそうめんを入れて食べる。地元の日本酒×地元

の味噌を使っただしを使うこの鍋は、食べて美しくなって欲しいという思いを込めて御神

酒にお美姫の字をあてています。 

   

【参考】寺川郷談 

江戸時代の足軽・春木次郎八繁則が高知から寺川に赴任した時のことを著した書物。 

■地勢についての記述 

「凡是より西は予州松山御領、北は西条並御蔵所に隣る、四国第一の深山幽谷なり。昔

は土佐にもあらず、伊予へもつかず、河水は悉く阿州へ流るといえども阿州へも属せず」 

■暮らし・食についての記述 

「小豆ばかり難儀人ハ朝夕喰ける、是をアヅキホヲザと云、ひえのまじりたるを、ヒエ

モンガウと云」 

■寺川郷談から読み取れる暮らし・食について 

寺川の主食は稗で、年中稗飯を食べ、米のご飯を食べるのは正月、神祭、お盆だけであ

る。麦・クキイモ(里芋)・じゃがいも・カライモ(甘藷)なども栽培しているが、その生産

量は多くない。乏しい食糧を補うため、秋には橡の実を拾い集め、冬の間に何度かとちだ
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んごを食べる。春先にはシロイ(彼岸花)の球根を掘り、しろいだんごを作って食べる家も

ある。春はわらび・ぜんまい・いたどり・わさびなどの山菜が食膳をにぎわし、夏はアメ

ンゴ(あまご)・インダ(うぐい)などの川魚を食べる。秋になると茶の葉を煮て臼で搗いて

乾燥させた、珍しい番茶作りが始まる。 

（2011 橋尾直和「四国山地の限界集落における焼畑と文化環境」） 

   

椎茸のタタキ       山菜の天ぷら 

■記述を基にした現代版「氷室まつり」 

江戸時代、貯蔵した氷を取り出し、土佐藩主に献上した

との氷室伝説を再現するもの。実際に高知城へ氷を運んだ

ルートは謎に包まれている。 

■生活を「のぞき見」し、地域の生活、人に触れることで旅が印象

がより深いものになる。 

 

【事例】山菜も「極めれば」。白山「うつお荘」 

石川県の金沢市内から車で小一時間。日本三名山の 1 つ・霊峰白山の麓、河内（旧河内

村）にある「うつお荘」は、この場所で開業以来 26年になる 1日 2組しか泊めない宿。 

季節の川魚、豆腐料理、ご主人が自ら山に入り採ってくる山の幸、手打ちのお蕎麦を、夕

食と朝食にいただける。お酒は、地元の菊姫を出す。30年前に 1泊 2食 10,000円⇒現在は

料金 １泊２食 23,250円と、かなり高めだが、リピーターも多く、なかなか予約が取れな

い。（076-272-1392） 

   

 

【事例】食事をする場所が「ごちそう」になる。「サウンド・オブ・サイレンス」ツアー 

どんな５つ星のレストランもかなわないエアーズロックリゾートでのユニークなディナ

ーのツアー。エアーズロックのサンセット、満点の星空の下で、オーストラリアの料理、

http://tabelog.com/ishikawa/A1702/A170203/17000117/dtlphotolst/P7578356/?ityp=1
http://tabelog.com/ishikawa/A1702/A170203/17000117/dtlrvwlst/2060702/8352132/
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ワインと共に大自然そのもののアウトバックでのひとときを楽しむ。そして、ディナー終

了後、ウエイターが会場の明かりを全て消し星の説明を行い、その後、数分沈黙し、大自

然の中で静寂（サウンド・オブ・サイレンス）を感じてもらうツアー。1997＆98 年にベス

トツーリズムレストランを受賞した人気の高いツアー。（送迎サービス、カナッペ、シャン

ペン、ワイン、ビール、ソフトドリンク、アウトバックバーベキューディナー、ディジュ

リデューエンターテイメント、スタートーク（星の説明）現在：１７６００円） 

このように、食事の内容だけでなく、食事を食べる場所が、最高のごちそうになることも

ある。例えば、ＵＦＯラインの稜線を楽しむ場所や、沈下橋の上でのランチなど、非日常

の場所を楽しんでもらう食事の提供方法も検討してみてはどうだろうか。 

  

 

⑥本川発電所の活用（発電所＋自然や暮らし⇒エコツアー） 

 

「本川発電所」の揚水が電力に変わる地下工場を見学できるプログラムは大きな魅力で

あるが、もう少し仕掛けを検討することによって、「エネルギーと水、環境」をコンセプト

にした学校教育、大人の修学旅行の可能性がある。魅力を付加していくには、「見せる」「学

ぶ」「楽しむ」ためのツール、プログラム等の仕掛けづくりが必要である。 

 スタッフによる説明や工場のラインを見学するコースだけでなく、見学者が実施に「水

で電気を起こす」体験プログラムや、電気と水と環境の関わり（「水の一生」）を拡張現実

（AR＝現実環境にコンピュータを用いて情報を付加提示する技術・Augmented Reality）に

訴える見せ方、ＣＧ等でシミュレーションしながらゲーム感覚で学ぶ仕掛け等の検討も必

要である。 

 また、発電所単独ではなく、周辺の「一の谷やかた」での食や温泉、大瀧の滝など周辺

の自然や、自然や暮らしの体験プログラムと組み合わせて、「エコツアー」のコースを考え

ていくことも必要である。 
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【参考】エコツアー 

自然環境のほか、文化・歴史等を観光の対象としながら、その持続可能性を考慮するツ

ーリズム（旅行、リクリエーションのあり方）のことである。エコツーリズム推進法が成

立し 2008年に施行された。エコツアーは、エコツーリズムの考え方に沿った旅行行程、も

しくはプログラムを指す。具体的には、地域の自然や歴史・文化など地域固有の資源を活

かしながら、  

○環境学習の要素を持ち自然を探訪するツアー 

○農山漁村や地域の風土・文化等を訪ねるツアー 

○少数民族の暮らしや文化・風土などを訪ねるツアー 

等が挙げられる。また、観光によってそれらの資源が損なわれることがないよう、資源の

保護＋観光業の成立＋地域振興の融合をめざす観光の考え方である。基本的には、自然や

環境に対する理解をより深めてもらうことができるよう、ガイド、インストラクターやイ

ンタープリター等案内人が一緒に行動する。 

 

【事例】美山の豊かな自然を学ぶ「親子環境エコツアー」（京都府南丹市美山町） 

平成 24年 11月 10日（土）に京都府南丹市美山町で開催された「親子環境エコツアー」。

国内でも屈指の原生林が残る「芦生の森」を散策し、豊かな自然を体感するとともに、地

域の豊富な水を活用した「芦生の森マイクロ水力発電施設」や自然エネルギーを活用した

暮らしについてなど、実際に施設を見学して学び、自然の大切さや自然エネルギーについ

て、親子で学ぶ。 

 内 容 

（１）『芦生の森』（芦生原生林）講座と散策（京都大学芦生研究林）  

（２）『芦生の森マイクロ水力発電所』の見学・学習  

（３）『水力発電の仕組み』について実験・学習 （模型で学ぶ） 

（４）『自然エネルギーを活用した暮らし』の紹介と環境学習（美山里山舎）  

（ピコ水力発電、ウッドボイラー、五右衛門風呂など水や木を利用した暮らし 他） 
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（３）買って帰りたい「お土産物」 

 

 その地域を楽しんでもらう要素として、「見る」「食べる」「体験する（遊ぶ・学ぶ）・地

域の人、コトに触れる」と共に、重要なのが、地域の食や工芸品などを「買う」ことであ

る。近年の旅行者（特に女性）は、旅の思い出として、「自分のために」お土産物を買う。

それは、「おしゃれ」であったり、「かわいいもの」であったりするもので、自分が身につ

けたい、あるいは自分の家や部屋に置きたいモノを選ぶ。また、食に関しても、そこでし

か買えない「美味しいもの」であれば、自分のために購入する。 

 また、人にあげるお土産物は、「美味しい」はもちろんのこと、そのお土産物を通して、

「旅した場所」が伝わるものや、「旅」が語れるものであることも大事である。そして、家

族の単位が小さくなっているので、「小さいサイズ」のものというのも大事なポイントであ

る。パッケージも大事である。 

 また、「食べて美味しければ買って帰る」ということを考えれば、試食や試飲ができるこ

とも大切である。 

 

【参考】いの町のお茶を試飲させる

場所、あるいはゆっくりお茶と地元

のスイーツを食べさせる場所があ

れば嬉しい。 

  

土佐茶カフェ 

       
京都「一保堂 喫茶室 嘉木」 

【参考】乾物もお洒落になる（キレイのさと美郷） 
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【参考】旅行のときに買って行きたい、東京駅ナカお土産ランキング（ｇｏｏランキングより） 

 

 

 

1 東京ばな奈「見ぃつけたっ」 

2 ひよ子 

3 芋ようかん 

4 資生堂パーラー チーズケーキ 

5 雷おこし 

6 ごまたまご 

7 バウムクーヘン東京トゥルム 

8 文明堂のカステラ 

9 東京限定キットカット「EXOTIC TOKYO」 

10 銀座甘楽の豆大福 

 

（４）ターゲットに向けた情報発信 

 

 観光客のニーズの多様化、ターゲットの細分化、あるいは情報発信媒体の多様化などが

進む中、ターゲットを決めずに情報発信を行うことは、大海に石を投げることと同じで、

その効果はあまり望めない。最初の項で、ターゲットを絞ることについて書いたが、情報

発信を行うには、それに先立ってターゲットを絞り込むことが重要である。例えば、愛媛

県内の 20～30 代の女性に来てもらいたいテーマであれば「愛媛こまち」、主婦層であれば

「リビングまつやま」を活用するなど、ターゲットとする層の居住する場所、年代などに

よって媒体を選ぶことが大切である。 

 また、車来訪者を対象とする場合には、愛媛県側のＳＡや道の駅での情報発信も有効と

思われる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ranking.goo.ne.jp/ranking/013/ekinaka_present/
http://plus.goo.ne.jp/rnkredir/redir.php?from=ocn01&to=http%3A%2F%2Focnsearch.goo.ne.jp%2Focn.jsp%3Ffrom%3Docn01%26PT%3Docn01%26MT%3D%25C5%25EC%25B5%25FE%25A4%25D0%25A4%25CA%25C6%25E0
http://plus.goo.ne.jp/rnkredir/redir.php?from=ocn01&to=http%3A%2F%2Focnsearch.goo.ne.jp%2Focn.jsp%3Ffrom%3Docn01%26PT%3Docn01%26MT%3D%25A4%25D2%25A4%25E8%25BB%25D2
http://plus.goo.ne.jp/rnkredir/redir.php?from=ocn01&to=http%3A%2F%2Focnsearch.goo.ne.jp%2Focn.jsp%3Ffrom%3Docn01%26PT%3Docn01%26MT%3D%25B0%25F2%25A4%25E8%25A4%25A6%25A4%25AB%25A4%25F3%2B%25BD%25AE%25CF%25C2
http://plus.goo.ne.jp/rnkredir/redir.php?from=ocn01&to=http%3A%2F%2Focnsearch.goo.ne.jp%2Focn.jsp%3Ffrom%3Docn01%26PT%3Docn01%26MT%3D%25BB%25F1%25C0%25B8%25C6%25B2%25A5%25D1%25A1%25BC%25A5%25E9%25A1%25BC%2B%25A5%25C1%25A1%25BC%25A5%25BA%25A5%25B1%25A1%25BC%25A5%25AD
http://plus.goo.ne.jp/rnkredir/redir.php?from=ocn01&to=http%3A%2F%2Focnsearch.goo.ne.jp%2Focn.jsp%3Ffrom%3Docn01%26PT%3Docn01%26MT%3D%25CD%25EB%25A4%25AA%25A4%25B3%25A4%25B7
http://plus.goo.ne.jp/rnkredir/redir.php?from=ocn01&to=http%3A%2F%2Focnsearch.goo.ne.jp%2Focn.jsp%3Ffrom%3Docn01%26PT%3Docn01%26MT%3D%25A4%25B4%25A4%25DE%25A4%25BF%25A4%25DE%25A4%25B4
http://plus.goo.ne.jp/rnkredir/redir.php?from=ocn01&to=http%3A%2F%2Focnsearch.goo.ne.jp%2Focn.jsp%3Ffrom%3Docn01%26PT%3Docn01%26MT%3D%25A5%25D0%25A5%25A6%25A5%25E0%25A5%25AF%25A1%25BC%25A5%25D8%25A5%25F3%2B%25C5%25EC%25B5%25FE%25A5%25C8%25A5%25A5%25A5%25EB%25A5%25E0
http://plus.goo.ne.jp/rnkredir/redir.php?from=ocn01&to=http%3A%2F%2Focnsearch.goo.ne.jp%2Focn.jsp%3Ffrom%3Docn01%26PT%3Docn01%26MT%3D%25CA%25B8%25CC%25C0%25C6%25B2%2B%25A5%25AB%25A5%25B9%25A5%25C6%25A5%25E9
http://plus.goo.ne.jp/rnkredir/redir.php?from=ocn01&to=http%3A%2F%2Focnsearch.goo.ne.jp%2Focn.jsp%3Ffrom%3Docn01%26PT%3Docn01%26MT%3DEXOTIC%2BTOKYO
http://plus.goo.ne.jp/rnkredir/redir.php?from=ocn01&to=http%3A%2F%2Focnsearch.goo.ne.jp%2Focn.jsp%3Ffrom%3Docn01%26PT%3Docn01%26MT%3D%25B4%25C5%25B3%25DA%2B%25C6%25A6%25C2%25E7%25CA%25A1
http://www.tokyobanana.jp/products/banana.html
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３－２ 広域連携による観光振興について 

   

委員からのアドバイス 

・西条市方面からのアクセスが良いことから、まずは、西条市との連携を検討してはど

うか？特に本川エリアは石鎚国定公園など魅力ある観光地と連携、共存できる「観光

ゾーン」として発信する。 

・観光客は「いの町へ行っていろいろなものを観たい」ではなく、「（いの町にたまたま

ある）○○○へ行きたい」という発想と思料。食なら食、滝なら滝、体験なら体験と

いうように特定のテーマを顧客が設定して、（その場所がどこにあっても関係なく）

そこに行きたいという志向が増加している感あり。 

・いの町だけの閉鎖型で考えるのではなく、近隣市町村や全県下的に特定テーマ・分野

について横串を通すような考え方も必要ではないか。 

・体験型観光のＰＲにおいて、「城西館ガイドブック」掲載分について「詳細版資料：

体験者の生の声など」を作成し、両輪でＰＲするなど。 

・県境の西条市そして東予・松山の観光協会、エージェント、道の駅などとの連携 

・高速ＳＡ・ＰＡでの情報発信利用 

・高知県のコンベンション協会を活用してください。 

・西条市以外にも周辺観光地を地図にいれて共同で販売するようにしましょう。 

・連携ありきではなく、連携すべき地域に積極的に推進する人がいるかいないかが重要

と思われます。 

・広域連携による観光振興は、主に、様々な魅力のある観光地を結びつける広域的な観

光ルートの形成から始められることが多い。しかしながら、ＪＲや高速道路との距離

が離れている地域では、このような手法は必ずしも容易でない。このような点も踏ま

えると、まずは、仁淀川地域観光協議会や西条市との間で、具体的な連携事業を進め

ることがもっとも重要と考えられる。 

・また、県や四国ツーリズム創造機構等の広域観光団体に、ＰＲ等での支援を受けるこ

とは重要であるため、これらの団体とは密に連絡を取り合うとともに、彼らがＰＲし

たくなるようなツールの準備をしておく必要がある。 

・愛媛県東予地域・久万高原町・高知県嶺北地域（過去ツアー実施済）・仁淀川地域観

光協議会（６市町連携）等、現在観光振興に注力している地域のため、こういった地

域との連携は充分可能であると思われる。 
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（１）西条市との連携 

 

東予を含む他のエリア、とりわけ島外に向けて発信していくときは、いの町単独および

仁淀川エリアの市町村だけでなく、西条市や新居浜市と連携して、石鎚山系の山や川（仁

淀川・吉野川・加茂川など）の魅力や、水の恵み（いの町の紙、西条市の農産物、うちぬ

きなど）を共通テーマとして、発信していくことが大切である。 

行政が作る観光マップは、県境、行政区域を越えると白紙と言われているが、いの町の

北部エリアへの集客を図るには、行政域を超えたマップを作ることや、ＨＰも共通のペー

ジを作る、外に向けた情報の発信や観光キャンペーンなども、西条市等と一体になって取

り組むことが必要である。 

広域連携のネットワークを強化することによって、これまで情報発信の場所として圏域

外だった場所でも情報発信ができるようになる。（香川県の東かがわ市は、香川県観光協会

の会員であるとともに、徳島県観光協会の賛助会員になっているので、徳島県観光協会の

ＨＰで情報発信をしてもらったり、パンフレットを淡路サービスエリアの徳島県ブースに

置かせてもらっている） 

 

【事例】阿南・室戸・安芸 海の幸三昧（お魚グルメが共通テーマ） 

阿南市・室戸市・安芸市は県境を超えて連携し、新たな魅力を

創出、地域ブランドの形成、四国東南部への観光客誘致に取り組

んでいる。 

３市の共通テーマとして認知・関心が共に高い素材である「お

魚グルメ」の中でも、「丼」をメインに紹介するパンフレットを作

成した。  

主に広域で動く観光客への情報発信として豊浜ＳＡ（下）、淡路

ＳＡ（下）のパンフレットラックで設置配布。 

（写真：あまナビ） 
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（２）広域の窓口の検討・広域観光組織との連携 

 

来訪者のターゲットを愛媛県東予エリアから島外に広げていくと、来訪者の周遊エリア

も広域になってくる。その時、情報を取得する場所や、体験プログラムを事前に申し込む

窓口が一元化されていることは、旅行者にとってとても嬉しいことである。 

窓口の一元化は、いの町、西条市、新居浜市など「石鎚山系と水の恵み」等のテーマで

つながるエリアでひとつの窓口を検討する方法も考えられるし、仁淀川エリアの６つの市

町村の観光情報を発信している「仁淀川地域観光協議会」をその窓口とする方法も考えら

れる。いずれにしても、地域旅行商品の企画、情報発信、企画した旅行商品の販売、営業

などを一体となって行うことができる広域の「プラットフォーム」を立ち上げることも検

討していく必要がある。 

 

【事例】一般社団法人そらの郷 

にし阿波観光圏の観光地域づくりプラットフォームとして、

観光圏事業各事業の総合的な企画・立案、関係者間の調整、実

施状況の管理・評価及び関係者間の調整等を担うとともに、三

好市、美馬市、東みよし町、つるぎ町の２市２町の旅行商品の

企画、情報発信、販売、営業などを一体となって行っている。

平成 23年 2月に一般社団法人として設立、第３種旅行業。 
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３－３ いの町のイメージづくり 

   

委員からのアドバイス 

・現在のものは、漠然としたイメージしかわかないどこにでもあるようなもので、具体

性とインパクトに欠ける。提案として、水質日本一の「仁淀川ブルー」をテーマとし、

例えば「仁淀川ブルーに包まれた町 いの」ではどうか。 

・水が生まれるまちいの 

・水を育むまち いの町 

・清流(仁淀川・吉野川)を育む山のまち いの町 

・仁淀川、吉野川源流がある山のまち いの町 

・四国の山上は邪馬台国という説があります。（大杉博さんの説です）まだこれを売り

にしているところはありません。先に言った人の勝ちです。 

 邪馬台国伝説の町「いの町」 

 相当なセンセーションを呼ぶでしょう。対抗馬は多いですから邪馬台国サミットを開

催するのも一手です。 

・現在の｢豊かな自然と心に出会えるまち･いの｣は良いキャッチコピーと思います。 

・キャッチコピーを新しくつくることも方策かもしれませんが、キャッチコピーの意味

を、広く遍く地元の方々が理解して、これに基づいた行動を能動的にとっていくよう

になることが必要と考えます。したがって、｢いかにキャッチコピーを浸透させて、

どのように活性化を図るか｣について検討することも重要と考えます。 

・会議の席でも発言したが「わざわざ一つの概念に押し込める必要はなく、顧客ごと、

観光商品ごとにストーリーがあって良いのではないか」と思われる。 

・行政側の事情等も踏まえ、あえてキャッチコピーを付けるとすれば、①いの町でもっ

とも高い知名度を有している資源は、仁淀川であること、②仁淀川のイメージと他の

観光資源に共通するイメージを言葉で表せば「純粋」「透明」「まじりっけのなさ」と

言ったところになると思われること、からすれば、例えば、「奇跡の清流・仁淀ブル

ーが輝く“ピュア”なまち、いの」などがコピーとして思いつくが、このフレーズを

付したら旅行が売れるのか、現実的な検討が必要だと思われる。 

・日本一の素材がいくつかある事を踏まえ、「INO NO1」 
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（１）キャッチコピーが観光地のイメージをつくる 

 

観光ニーズの多様化、個人も旅行経験が豊富になり、人それぞれが『百人百様』の旅を

する昨今、多くの旅行先の中から「いの」を選んでもらわなければならない。情報発信を

する際も、あまたある情報の中から、キャッチコピー等で、記憶に残る情報発信をするこ

とも大切である。簡単明瞭に、その場所のイメージを掴むことができれば、人は行ってみ

たい気持ちになる。 

高知県の四万十川流域は、1983 年 NHK の「NHK 特集」の中で「最後の清流」として全国

に紹介され、以来 30年「最後の清流」を見ようと首都圏からも多くの旅行者が訪れている。

（実際には四万十川は国土交通省の全国一級河川の水質現況では 122 位である。（平成 21

年度）） 

愛媛県新居浜市の別子銅山の東平ゾーンも「東洋のマチュピチュ」として数年前から旅

行会社が呼び出してから多くの観光客が訪れるようになった。 

また、平成 23 年に香川県がネット上に発表した「うどん県。それだけじゃない香川県」

というコピーも、「うどん県」香川県を強烈に印象付けた。 

もっと古いところでは、「小京都」というキャッチコピーがある。京都と歴史的つながり

がある、町のつくりが京都と似ている、伝統文化や産業がある等に合致する 26市町村が小

京都を名乗って約 30年になる。例えば、「みちのくの小京都」と言われる秋田県の角館、「西

の京」と言われる山口県山口市などである。 

このように、その地域から観光客に向けた｢一言で、その場所をイメージできる｣キャッ

チコピーは、とても大事である。（地域が、町づくりの中で掲げているキャッチコピーはと

ても大切なものであるが、他の地域から人をその地域にいざなうコピーは異なる。ここで

述べているのは、飽くまで外向き、観光客向けの発信である） 

 

【参考】イメージが浮かぶキャッチコピー 

●最後の清流 四万十川（高知県） 

NHKの番組を機に、四万十川が日本を代表する清流という認識が広まった。実際には、四万

十川より水質のきれいな川はたくさんあるが、里山の原風景がたくさん残っていること、

それが映像で流れたことで、四万十川のイメージ（蛇行しながらゆったりと流れる川や沈

下橋）が、多くの人の意識に刷り込まれ、「行ってみよう！」につながっている。 

 

●でっかいどう 北海道 

1977年の全日空さわやかキャンペーンのコピー。 

 

●うどん県。それだけじゃない香川県 

「香川県は、『うどん県』に改名いたします」。平成 23年
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10 月、香川県が改名するという内容の県のＰＲ動画がネ

ット上に公開され、全国に「うどん県」の名が知れ渡った。

もともとネット上で香川県を意味する言葉として使われ

ていたが、香川県が正式に取り扱ったことで認知度が上が

った。 

 

●小京都 

古い町並みや風情が京都に似ていることから、各地に名づけられた街の愛称。小京都と呼

ばれる地域が集まる「全国京都会議」が京都市を含む 26 市町により、1985 年に結成。（み

ちのくの小京都（秋田県角館町（現・仙北市）、安芸の小京都（広島県竹原市）、西の京（山

口県山口市）  

 

【参考】長く続けていくことで確固たるイメージができる 

●そうだ京都、行こう。 

東海旅客鉄道（ＪＲ東海）が 1993年から展開している京都観光キャンペーンの主たるキ

ャッチコピー。 

 

【参考】魅力的な写真を使う 

観光素材の魅力的な写真と「旅心をそそる」「行く理由を語る」キャッチコピーの組み合

わせで、多くを語らなくとも強く訴求できる。 

 

「天空に繋る寺」©JR 西日本 

 

「夏が来る前に、考えたり感じたり 

すべきことは多いのです。」©JR 西日本 
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【参考】旅に行きたくなるキャッチコピーベスト 10（ＪＴＢグループの旅の販促研究所） 

広告のキャッチコピーは、時に商品やサービスの

売れ行きを大きく左右する。JTB グループの旅の販

促研究所は、過去に発表された旅行に関するキャッ

チコピーの調査（1964年から 2006年までの 43年間

に新聞に掲載された旅行に関する広告のキャッチ

コピーを年代順にピックアップ。1千本から 100本

に絞ったうえで、旅行者にアンケート調査を行い、

ベスト 10を決定）を実施し、「旅に行きたくなる」

という観点からベスト 10を発表した。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】「水」がつくまちのキャッチフレーズ 

「水源であること」「水と暮らしが深く関わっていること」を伝えるために「水」を使

っている町は結構ある。 

世界遺産と水源の里 青森県中津軽郡西目屋村 

日本のふるさと、豊かな水と緑あふるる故郷 木曽 長野県木曽郡木曽町 

霊峰御嶽山の麓 水と緑のふるさと 長野県木曽郡王滝村 

琵琶湖の真珠 ひと・まち・みどりが結び合う自律協働都市 滋賀県長浜市 

吉野川水源地の村 高知県土佐郡大川村 

松本水巡りマップ 水の生まれる街 長野県松本市 

水の生まれる里 熊本県南阿蘇村 

（全国水源の里連絡協議会ＨＰより） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料編 

 

・地域観光マーケティング戦略シート 

  



 

 



 

 



 

 



 

 

 


