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１．事業概要 

 

 

１－１．事業の目的 

 

四国八十八ヶ所霊場は、１２００年前に若き日の空海が修験者の修行の道として開創し

たものだが、四国遍路の歴史は江戸時代頃から庶民が流行で巡礼するようになったことか

ら始まる。開創１２００年に当たる今年は、例年以上の巡拝者が見込まれるが、これを一

過性のイベントとして終わらせず、今後も引き続き多くの観光客に来訪していただくこと

が四国の地域活性化のためにも必要不可欠である。 

本事業は、古来より四国八十八ヶ所霊場全てを巡る事が困難な者が、「空海ゆかりの地だ

けでも」と巡礼した事が始まりだといわれている７１番から７７番までの七ヶ寺を１日で

巡礼する「七ヶ所まいり」という参拝方法を題材に、七ヶ寺が位置する３市町の連携のも

と、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、地域の観光振興に係

る様々な課題について、有識者によるコンサルティング等を行い、その解決策等を提示す

るとともに四国各地域に対する観光地域振興のモデルを示すことを目的とする。 

 

１－２．事業実施箇所（コンサルティング応募者）と現況 

 

（１）実施箇所  香川県善通寺市・三豊市・多度津町の２市１町 

 

 
 

善通寺市 

三豊市 

多度津町 
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（２）「七ヶ所まいり」の現況とコンサルティング事業の目的 

七ヶ寺の位置する３市町では、かつてはお彼岸の頃、七ヶ寺を歩いて巡拝するという行

事が行われていたが、現代においてはその風習も薄れつつあり、「七ヶ所まいり」という参

拝方法さえも認知度が低くなっている。それを、もう一度、復活させようと七ヶ寺が連携

し、総本山善通寺開創１２００年記念の一環として「七ヶ所まいり実行委員会」を発足し

た。ＨＰを制作し情報発信を行なうとともに、平成２４年度より七ヶ寺が連携し、年に１

～２回「七ヶ所まいり１日歩き遍路」体験を実施している。毎回、２０～３０人の参加が

あるが、参加者は地元の人が多く認知度は低いのが現状である。 

また、「七ヶ所まいり」を組み込んだ観光タクシープランや旅行商品も設定されているが、

実際の利用は尐なく、商品のターゲットや内容について検討が必要と思われる。 

本事業において、３市町や地域の観光関係者にヒアリングを行い、下記の３点に課題を 

絞り、検討・提案をおこなうこととした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１－３．事業の実施体制及び方法 

 

有識者（旅行事業者・交通事業者等）からなる「観光まちづくりアドバイザリー会議」

を３回実施し、２市１町が取り組む「七ヶ所まいり」を活用した観光振興における様々な

課題に対して、着地型旅行商品の流通促進、観光振興に係る地域内外のネットワークの仕

組みづくり、人材づくりや情報発信などのアドバイスや提案を行った。 

 

 

【対象地域の観光課題】 

●巡拝を観光につなげる方法 

四国八十八ヶ所霊場に多くの巡拝者が訪れているが、札所以外での滞在時間は短く、 

観光消費が生まれていない。巡拝を地域での観光につなげていくためには、どのよう 

なターゲット層にどのような方法で情報発信を行っていけばよいか。 

●七ヶ所まいりの活用方法 

「七ヶ所まいり」にエリア内の観光資源を組み合わせた旅行商品化は可能か。「七ヶ所 

まいり」が四国遍路の入門編となるようなしかけは、どのような特徴をＰＲするのが

効果的か。 

●広域連携について 

エリア内の三豊市・善通寺市・多度津町が連携して行うことができる観光振興策は、

どのようなことが考えられるか。 
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観光まちづくりアドバイザリー会議委員名簿（項不同・敬称略） 

 氏名 所属 役職 

委員(座長) 真 鍋 省 二 四国ツーリズム創造機構 事業推進本部長 

委員 矢 田 栄 一 四国旅客鉄道株式会社 取締役鉄道事業本部営業部長 

委員 宍 戸 榮 徵 ＮＰＯ法人遍路とおもてなしネットワーク 事務局長 

委員 小 野 浩 二 株式会社ＪＴＢ国内旅行企画 西日本事業部仕入企画担当課長 

委員 森 山   勉 株式会社日本旅行 四国仕入販売センター所長 

委員 森   恭 子 下電観光バス株式会社 商品企画部専任課長 

委員 梶   久 夫 四国地方整備局 事業調整官 

委員 小 幡 章 博 四国運輸局 企画観光部長 

 

観光まちづくりアドバイザリー会議実施状況 

 実施日・場所 実施内容 

第
１
回 

平成２６年 

１１月６日（木） 

善通寺市総合会館 

３階会議室 

・ 現地視察の実施 

（旧善通寺偕行社見学と明治の街並み巡り等） 

・ 善通寺市役所による観光プレゼンテーション 

・ 各市町の取組み、課題等、委員との意見交換 

第
２
回 

平成２６年 

１１月７日（金） 

多度津町役場 

２階第１会議室 

・ 現地視察の実施 

（七ヶ所まいり、なつかし多度津のまち歩き） 

・ 「七ヶ所まいり」をテーマにした視察報告 

・ 委員との意見交換 

第
３
回 

平成２７年 

１月２８日（水） 

善通寺市役所 

大会議室 

・ 第１回、第２回で実施した視察概要の報告 

・ 各委員より視察後の所感、アドバイス 

・ 観光まちづくりアドバイザリー会議からの提案

と、その提案に対する検討 
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１－４．事業フロー 

 

本業務内容は次の手法及びフローにより取り組んだ。 

調査委員会の開催 調査・分析作業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２市１町の取り組みに活用 

事前調査・ヒアリング 

観光マーケティングシートの作成 

第１回委員会（視察含む） 

第２回委員会（視察含む） 

提案書の作成 

委員評価シートのとりまとめ 

（コンサルティング） 

 

第３回委員会 

事業実施報告書の作成 
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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 

 

実施日時：平成２６年１１月６日（木） 

     （視察）１３：００～１５：００ 

     （会議）１５：００～１７：００ 

開催場所：善通寺市総合会館３階会議室 

実施概要：会議前に、善通寺市内視察を実施。善通寺市文化財保護協会の大河内会長にガ

イドをしていただき、旧善通寺偕行社見学と明治の街並み巡り等を視察。視察後、善通寺

市の石井理事より四国霊場巡拝や「七ヶ所まいり」の現状・課題・今後の計画などに関し

てプレゼンテーションを実施。その後、地域の観光関係者からプレゼンテーションに関す

る感想や質疑応答を行うと共に、意見交換会を行った。 

 

（１）視察 

 

時間 内容 

１３：００ 善通寺市役所集合 

１３：００ 旧善通寺偕行社視察見学 

１４：００ 善通寺・明治の街並み巡り 

     明治の街並み巡りの様子           善通寺視察の様子 
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（２）善通寺市観光プレゼンテーションの実施 
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（３）視察後の所感・提案 

矢田委員 

（代理：中

村氏） 

 

 

 

 

 

 

空海が生まれた地であることをいかにＰＲしていくのかが重要だと思う。開

創１２００年を迎えるにあたって、ＪＲグループへ向けてＰＲを行い、パワ

ースポット的な要素を求めて女子旅も増えている。しかし、八十八ヶ所を一

気に巡拝できないということもあって、第１番札所の霊山寺だけ参拝すると

いう傾向がある。逆に伊勢神宮に求めるようなパワースポットの要素をこの

地にからもっと発信していけば良いと思う。「七ヶ所まいり」をすれば、八

十八ヶ所を全て巡拝したのと同じ効能があるということを強調し、四国霊場

の中では、まず善通寺に来るという流れを作り、広域的な観光に繋げられた

らと思う。明治の街並みや乃木資料館などは、歴史好きな男性に訴求できる

素材である。 

宍戸委員 

 

 

 

 

 

 

 

江戸時代に作られたガイドブック「四国遍路道標」には、屋島から八栗・志

度の辺りでは「源平の合戦」の紹介とそこを観光もするように記されており、

今回のような議論は江戸時代からしているものなのだと思った。巡拝に熱心

な方は、１回で４０～５０日を費やして全ての札所を巡拝するが、一般的に

歩き遍路を続けている人は、週末などに公共交通機関を利用しながら参拝し

ている場合が多い。そういう顧客層に向けて、「七ヶ所まいり」をＰＲする

のが効果的だと思う。特に、香川県の場合、札所間の距離が短いことも歩き

遍路の入門編としてちょうどよい。また、起点になる所までのアクセスを提

供し、その情報発信をしていかなければならない。 
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小野委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光客・お客様目線で話しをすると、「七ヶ所まいり」をＰＲするのは良い

と思うが、四国を旅行する人にとって８時間という時間は、現実的には参加

が難しいと思う。関西圏からは１泊２日、首都圏からは２泊３日で四国を周

遊するコースが多い。その中でも一番多いのが、金毘羅さんと道後を巡るコ

ース。限られた時間の中で、いかに楽しんで頂くかが重要。弊社でも、開創

１２００年に合せて、四国各県で短い巡拝のコースを作り、特典としてオリ

ジナルの白衣を女性のお客様へお渡ししているが、販売は正直厳しい状況。

若い女性をターゲットに商品化したが、実際、巡拝に訪れる顧客は、年齢層

が高く新規需要の発掘には至っていない。マイカーの利用が多いことも苦戦

の理由。来年は、このツアーは中止し、別の着地型プランを今後検討したい。 

森山委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

弊社の旅行商品の利用状況は、京阪神からが６～７割、首都圏からが２割。

京阪神の方は１泊が大半でまれに２泊、首都圏は、２～３泊で四国内の定番

のスポットを巡るコースが多い。弊社では、年に２回のパンフレットを作成

し、単発的なものは随時発行している。年間を通じたイベントしか掲載出来

ないのが現状であり、「空海まつり」など１日だけのイベントを載せるのは

難しいが、インターネットでは掲載できるので、そのような情報も掲載して

宿泊客を増やしていきたい。若者向けの観光素材を提案したいと思ってお

り、アクセスが悪いならば、サイクリングで札所を巡る商品設定は出来ない

だろうか。また、観光だけでなく特色のある食を組み合わせた「お接待クー

ポン」が設定できれば、地域内での滞在時間も増える。 

森 委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山発の巡拝のバスツアーを販売しているが、「七ヶ所まいり」のツアーも

３年前に組んだことがある。しかし、その時は残念ながら催行が出来なかっ

た。原因はパンフレットの中に「七ヶ所まいり」の意味が掲載されていなか

ったので、謂れなどがお客様に伝わっていなかったのだと思う。中国地方か

らの日帰りのコースとしても、「七ヶ所まいり」と美味しいものを絡めてい

けば、催行可能だと思う。お客様は、お参りする意味が分かり納得すれば来

ると思う。巡拝ツアーは、リピーターがメインとなるので、今後、どうやっ

て若い世代を引き込むかが課題である。ポイントは「手軽に行ける」という

こと。コミュニティーバスが住民だけでなく、観光客にも便利なバスになれ

ば良いと思う。巡拝は、自然の中を散策し、大きな声でお経を唱え、お線香

の香りにアロマテラピーの効果があるのか、お寺を周り終えた時にスッキリ

した気持ちになる。その効果を中年層にも分かりやすく伝えていきたい。 

また、バリアフリーツアーを設定しているが、車椅子や杖の方でも楽しめる

ところは尐ない。本堂まで階段が多い場合は、上がれない方の為に、御本尊

と繋がるものを下に設置するとか、また平地の札所の場合はその点をＰＲす
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れば良いと思う。 

梶 委員 

（代理：中

岡氏） 

 

 

サイクリングで札所を巡るのであれば、駐輪場の整備が必要。また赤レンガ

の明治の街並みが綺麗で印象的であったが、残念だったのは、電柱が立って

いたこと。これがなければ更に良い景観になると思う。「七ヶ所まいり」と

地域の食文化と合わせてＰＲすると良い。また、１日で巡拝するというのも

よいが、２日間かけて七ヶ所を巡り、宿泊につなげていくことも考えてみて

はどうか。 

小幡委員 

 

 

 

「七ヶ所まいり」を将来に亘り、広げていくためには、まずは地域住民の認

知度を高めることが必要。子ども達にも伝えていくために、小学校・中学校

の授業の中で取り入れるのも１つ。また、アクセスの面では、ＪＲの駅から

の動線を考えていくべき。駅前にレンタサイクルを整備したり、アメリカの

ボストンにある「フリーダムトレイル」（道路に観光スポットを結ぶ印があ

り、それをたどっていくと、歩きながら観光できる）を模して導入するのは

どうか。 

真鍋座長 巡拝者のすそ野を広げていくためには、七ヶ寺をお参りすれば、八十八ヶ所

全てを巡拝したご利益があるという点をもっとＰＲしていくべき。また、「七

ヶ所まいり」を巡拝の視点だけで捉えるのではなく、地域の他の見所や食の

楽しみと組み合わせて情報発信することが必要。旅行会社のパンフレットに

情報を掲載してもらうなどして、尐しずつでも確実に個人旅行を取りこんで

いく努力が必要。 
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２－２．第２回観光まちづくりアドバイザリー会議 

 

実施日時：平成２６年１１月７日（金） 

     （視察） ８：３０～１６：００ 

     （会議）１６：００～１７：００ 

開催場所：多度津町役場２階 第１会議室 

実施概要：実際に７１番から７３番札所まで遍路道を歩き、それ以降は車で移動し「七ヶ

所まいり」を体験した。多度津町内では「たどつまち歩きの会」の関口ガイドのもと陣屋

跡や本通商店街などを見学した。視察後、委員から視察を通じての所感・提案、地域の観

光関係者との意見交換会を行った。 

 

（１）視察行程 

時間 内容 

８：３０ いやだに温泉 大師の湯出発 

８：４０ 第７１番（弥谷寺）～第７３番（出釈迦寺）歩き遍路 

１１：３０ 車で第７４番（甲山寺）・第７５番（善通寺）視察 

１２：００ 善通寺市「おしゃべり広場」（昼食） 

１３：００ 車で第７６番（金倉寺）・７７番（道隆寺）視察 

１４：００ 

 

多度津町内視察 

（なつかし多度津のまち歩き：陣屋跡と本通商店街など散策） 

 

視察・会議の様子 

 

巡拝の作法を体験 

 

昔なつかしい駄菓子「カタパン」 
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多度津なつかし町歩き 

 

第２回会議 

 

 

（２）視察後の所感･提案 

矢田委員 

（代理：斉

藤氏） 

 

ＪＲ四国では、旅行会社へ観光素材を提供しているが、今期の素材提供の中

には、「七ヶ所まいり」と７２番～７５番の善通寺５ヶ寺のタクシープラン

を設定している。丸亀・多度津・琴平・善通寺の４駅からタクシーが出てお

り、時間貸しのタクシープランなので、お客様のご要望で立ち寄りも可能。

若い女性層にＰＲしていきたいので、今後の展開を検討している。 

宍戸委員 

（代理：白

井氏） 

 

 

若い女性の取り込みについては、最近、御朱印集めが女性の中で流行ってい

る。全国の「御朱印ガール」達と情報交換しているが、「七ヶ所まいり」の

御朱印帳があれば、納経帳より気軽に持つことが出来る。御朱印マップがあ

れば、興味を持って巡ることができる。御朱印帳は、四国霊場だけでなく、

全国のお寺や神社で使えるので、幅広く情報を発信することができる。 

小野委員 

 

 

 

 

弊社の旅行商品を利用するお客様は、四国を周遊するついでに、札所も訪れ

るような方が多いので、気軽に参拝できる方が良い。アクセスは、関西圏か

らはマイカー、首都圏からは新幹線、飛行機なので、バスやＪＲの二次交通

が必要。七ヶ寺のマップは勿論必要だが、それ以外にもうどん屋などの情報

も入れて欲しい。タクシープランも、ドライバーが先達の資格を持っている

などの付加価値があると良い。 

森山委員 

 

観光としての巡拝をどう販売していけばよいかという点で、ターゲットを女

性に設定し、サイクリングと食を組み合わせる。ちょうど、弊社でも宇多津

～善通寺～金毘羅さんのエリアでパワースポット観光と地元スイーツと讃

岐うどんを楽しむサイクリングイベントを企画している。「七ヶ所まいり」

のエリアでも実施可能と思う。七ヶ寺全て巡拝せず、次回に繋げていくとい

う企画でもよい。また、お寺や食事の場所などの情報がまとまった地図が欲

しい。多度津のお菓子屋も是非、地図に載せて欲しい。 
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森 委員 

 

 

 

 

 

八十八ヶ所を全てを巡拝するにはお金、時間、体力が必要だが、「七ヶ所ま

いり」は遍路の入門編にピッタリ。お手洗い、手すり、車椅子、洋式トイレ

の設置をすることで、高齢者、障害者でも巡拝できる「七ヶ所まいり」とし

てＰＲし、さらに七ヶ寺がそれぞれ自分のお寺の見どころはこれ！というも

のアピールすれば良いと思う。「七福神なで仏」は多尐、存在感が薄いので、

もう尐し強調してもよい。個人客に対して、遍路のハードルを下げていくこ

とが大切。巡拝の作法、白衣の意味やうどん屋、特産品、スイーツ店などの

情報を分かりやすくまとめていくべき。 

梶 委員 

（代理：中

岡氏） 

 

今回は、天気が良く、気持ち良く歩くことができたが、天気が悪い時の対応

も考えておくべき。サイクリングイベントなどを企画する場合は、自転車置

き場の設置と案内が必要。多度津は、鉄道と港で発展した町としてＰＲでき

る。個々の地域の観光素材の魅力を磨いた上で広域連携をしていくべき。 

小幡委員 

 

 

 

七ヶ寺を走って参拝している女性がいた。ジョギングやトレッキングで参拝

を楽しむことを考えて、七ヶ寺を巡るマラソン大会や駅伝もできるのではな

いか。７４番札所の前の川のゴミが気になった。また、遍路道のほとんどが

アスファルトであることにがっかりする人もいると思う。できれば、昔の古

道のように戻せたらいい。多度津のまち歩きでは、商店街のにぎわいづくり

に努力されていることを感じたが、展示だけではなく、お土産を買ったりお

茶を飲みながら休憩できる場所が欲しい。 
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２－３．第３回観光まちづくりアドバイザリー会議 

 

実施日時：平成２７年１月２８日（水）１３：００～１６：００ 

開催場所：善通寺市役所 大会議室  

実施概要：第１回、第２回のアドバイザリー会議で実施した視察および視察後の会議での

意見交換等をもとに、「七ヶ所まいり」及びその周辺地域のさらなる活用方法等をレポート

にまとめてもらった。また、第３回会議では、これらの提案について各委員から説明をし

てもらうと共に、地域の関係者と意見交換を行った。 

 

（１）「七ヶ所まいり」とその周辺地域の活用方法に対する提案や先進事例 

  

①旧善通寺偕行社 

明治２９年善通寺町に開設された旧陸軍第十一師団の

社交場として建てられた。平成１３年に国の重要文化財と

なり、平成１６年から平成１９年まで保存修理工事を実施

し、創建当時の状態を基本に復元されました。内部は、自

由に見学でき、大広間・会議室は、会合・コンサートなど

の用途で使用（有料）することもできる。庭園を見ながら

食事ができる「偕行社かふぇ」を併設。 

真鍋座長 一般観光客(個人グループ型)には、善通寺、明治の街並み、「七ヶ所まいり」

と琴平温泉郷等、各企業や組織には、「歴史的な会議場」として、琴平温泉郷

と連携して販売する。地元での利用促進としては、会合、コンサート、同窓会

などの「人々の交流の場」として広く告知して行く。また、全国の「修学旅行」

また、県内の「遠足・研修」の見学先としても、積極的に、売り込むことがで

きる観光素材である。 

矢田委員 

(代理：斉

藤氏） 

ＮＨＫ大河ドラマ「坂の上の雲」以来、日露戦争への興味は年々高まっている。

司馬氏の乃木将軍への評価には厳しい面もあるが、ストーリー性を持って旧大

日本帝国陸軍のゆかりの土地であることをＰＲすれば、この偕行社も非常に魅

力のある観光名所の１つとなる。 

宍戸委員 明治・大正の雰囲気を活かすために、当時の衣装を着飾って舞踏会を行っては

どうか。楽団も当時の雰囲気で演奏し、カフェのお客さんも当時の衣装を着て

もらう。 

小野委員 個人向けのタクシープランを商品開発。偕行社、乃木資料館、善通寺、明治の

街並み散策をコースに組み込んだ３～４時間のタクシープラン。発着は、ＪＲ

善通寺駅、こんぴら温泉とする。さらにタクシープランに参加すると、特別に
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普段は入れないところに入れるなどの特典があれば、なお良い。 

森山委員 企画募集団体等の昼食場所として活用できる。価格を含めたランチメニューの

検討は必要。巡拝やサイクリングの立寄り施設としての活用も考えられる。 

（モデルコース）ＪＲ善通寺駅―――明治の街並み―――総本山善通寺―――

熊岡菓子店―――偕行社カフェ―――ＪＲ善通寺駅 

上記に札所とうどん店を追加し、食（昼食、うどん、饅頭等）と観光施設入場

料、御朱印をセットにした「お遍路クーポン」を設定し、エリア内の滞在時間

を伸ばし、観光消費を促進させる。 

森 委員 建物は価値があり観光名所として集客は可能。高齢者には、乃木将軍はなじみ

があるが、４０代以下の年代には全くピンと来ない。案内していただくときに、

乃木将軍を知っていることを基本に説明すると、ほとんど言っていることが理

解できないため、もう尐し若い世代にもわかり易いガイド内容を検討すべき。

紙芝居を使う、説明ビデオ視聴ルームをつくるなどの工夫をして理解を深めて

もらう必要がある。戦争を知らない世代や女性にしっかりアプローチできれば

いい素材。偕行社カフェの雰囲気は良いがメニューの工夫が欲しい。讃岐なら

ではの和三盆を使ったスイーツ、善通寺名物キウイのスムージーやジュース。

ダイシモチ麦をアピールするなど地元素材にとことんこだわり、県外客を呼び

込んではどうか。 

梶 委員 

（代理：安

部氏） 

乃木資料館・明治の街並み・偕行社は、善通寺とともに、善通寺市の貴重な観

光資源であり、連携を強化していくことが大事。各施設間の回遊等のアクセス、

駐車場、レンタルサイクル等（公共交通機関、観光バス、マイカー、自転車、

徒歩）利便性を向上させていくことが必要。各施設付近での関係施設の位置図

等の観光案内板があるとよい。偕行社では建物の外に案内板を設置し、見学方

法、見学以外の使用方法の紹介等。 

小幡委員 文化財は見学対象にとどめず、生きた場所として活用することが、観光振興の

視点からは重要である。そのため、例えば、四国学院大学の先生や近隣の高校

の先生、市の職員等による、市民・学生向けの公開講座の会場として活用して

はどうか。 

また、国、県、市の会議を誘致するなどユニークべニューとしてのＰＲを強化

してはどうか。その際、会議使用条件、料金などを明快にＷＥＢ等で開示する

こと、また、実際の現地に大きくプリントアウトして掲示しておくなどの伝達

努力が必要と考える。 
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②善通寺 明治の街並み巡り 

明治３８年～４０年にかけて建てられた旧陸軍第十一師団の

兵器庫跡。それぞれの建てられた年代によってデザインが微妙

に異なり、街並みに明治の雰囲気を添えている。 

真鍋座長 日帰りと宿泊のマーケットでは、「まち歩き時間」が、異なり色々な客層に対

応できる、コースを設定してほしい。 

例えば「ガイド付きコース」では、 

①早回り１時間コース（善通寺、街並み、偕行社） 

②早回り２時間コース（善通寺、街並み、偕行社、他） 

③３時間コース（偕行社、１１師団跡、善通寺、街並み） 

④４時間コース（偕行社、１１師団跡、２ヶ寺、街並み） 

先ずは、地元～市町～県内～四国～京阪神～岡山・広島、東京と、徐々に広が

りのある、販売促進を実施する。街歩きの情報を、旅行会社のパンフレットに

掲載してもらうよう働き掛ける。さらに、重要な点は、付加価値を付けること。

例えば「善通寺＋カタパン＋○○うどん店」のように、善通寺のお参りの前後

に、「ちょっと有名な、美味しいお店によりませんか！」ということを提案で

きるよう、善通寺の「歴史、神社・仏閣、観光地、街歩き、美味しい食」など

善通寺のすべての情報がわかる「情報マップ」を作成する。 

矢田委員 

（代理：斉

藤氏） 

①と同じ考え方で、乃木資料館のストーリー性をＰＲできる。 

宍戸委員 日時限定あるいは事前申し込みでも構わないので、自衛隊の内部を見学できる

ようにしてはどうか。映画「レオニー」でロケに使われた建物の場面を偕行社

などで上映し、建物への関心を持ってもらう。 

小野委員 ①と同じ 

森山委員 街並み巡りは案内が必須で「乃木資料館」「明治の街並み」「善通寺遍照閣のお

砂踏み道場」を入れた街並み巡りツアーの設定。設定日をあらかじめ決めて情

報発信する。 

森 委員 兵器庫の風景は他にない雰囲気。赤レンガの建物の再利用ができればよい。又

は中に入ってじっくり建物を見たい。映画のロケにも使われたことをＰＲ。横

浜の赤レンガ倉庫は飲食店を中に入れ、イベントホールなどが周辺にあり、い

つも人でにぎわっている。あのような雰囲気でにぎわいを出せると良いが、現

在も自衛隊の敷地内の為、できる範囲で検討。 
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梶 委員 

（代理：安

部氏） 

乃木資料館から出て、明治の街並からの善通寺方向の景観は大変良い。電柱が

地中化等されれば、この場所はもっとインパクトのある景観になると思われ

る。 

小幡委員 歴史的価値や経緯はガイドがあれば分かるが、一般の方には分かりづらく観光

対象としての認識も持ちにくい。路面に線をマーキングしていく手法（参考：

アメリカのボストンで実施されているフリーダムトレイル）等により見学ポイ

ントを可視化し、モデルルートとして確立するとともに、案内看板などの設置

が望ましい。 

 

③天然いやだに温泉 大師の湯 

 第７１番札所弥谷寺のふもとに位置する天然温泉。道の

駅も併設し、地域物産品なども購入できる。三豊鳥坂ＩＣ

から車で５分、ＪＲ詫間駅から車で１０分のところに位置

する。 

 

真鍋座長 ７１番～７７番までの「七ヶ所まいり」の出発点として、「前泊」「お風呂」「買

い物」等の拠点としての位置づけで、「簡単な遍路グッズ」の販売を検討して

みては？公共交通機関からのアクセスや「七ヶ所まいり」マップ（歩き・自転

車・車）等を配布する。 ※キャッチコピー（例） 

①「七ヶ所まいり」のスタートに、便利のいい「いやだに温泉・大師の湯」 

②「いやだに温泉・大師の湯」で、ゆっくり、のんびり、同行二人 

③ちょこっとお遍路「いやだに温泉・大師の湯」と「弥谷寺まいり」 

巡拝客、宿泊客、日帰り客など様々なニーズに対応できる「窓口の広い」宿泊、

休憩、買い物施設であることを徹底してアピールする。 

宍戸委員 「七ヶ所まいり」を逆打ち(道隆寺から弥谷寺に向かう)で行い、最後に大師の

湯で食事・宿泊をするような行事を企画する。 

小野委員 旅行商品へ参画するには、契約が必要であり、客室や館内設備等の基準により

難しい。インターネット販売に重点を置いた方がよい。 

森山委員 宿泊もさることながら休憩地、昼食施設としての活用。 

森 委員 温泉はお湯がよく、温まった。遍路の疲れを取るにはいい場所。温泉の湯船の

特徴の表示が尐ない、または字が小さく目の悪い私は全く見えなかったので改

善をお願いしたい。また、湯上りのマッサージ器も使い方がわからず、困って

いるお年寄りがいた。全体的により親切な案内表示をすると、もっと快適に過

ごせるのではないか？ 

お遍路の宿としてお遍路さんへアプローチできるサービスを打ち出してみて
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④四国八十八ヶ所霊場「七ヶ所まいり」 

は？宿泊者に限り、「七ヶ所まいり」の巡回バスを出すなどのサービス。 

梶 委員 

（代理：安

部氏） 

「七ヶ所まいり」の“動”と「いやだに温泉」の“休息”の連携活用。連携商 

品（天然温泉と宿泊を巡拝の中に盛り込んだ商品）作りとそのＰＲ。 

小幡委員 若干築年数の経過は感じられたが、ゆったりした空間であり、プール、温浴施

設など、恵まれている。ただし、地元の方に使われる施設として確立されて、

はじめて、域外の方にも受けいれられていくのが基本である。そのため、例え

ば、小学校の野球チームや音楽教室の合宿などに適した設備（グランド・集会

室）の充実を図ってはどうか。また、まんが本・自販機を備えた休憩スペース

はあったが、一般的なものにとどまっており、例えば、ビリヤード台の設置や、

ステレオの設置ＣＤの貸出など、自宅にいては味わえない、もう尐し工夫した

くつろげる共有空間づくりが必要ではないか。 

また、ホテルスタッフが俳句の会を呼び掛けるとか、有名なパフォーマーを招

請する予算をかけなくとも出来ることを検討したい。お見合いパーティーもそ

の選択肢としてよくあがるが、その他にも、いろいろな共通の趣味の人を集め

るなど、方策は考えられるのではないか。なお、モンスターバッシュなどの大

型イベントの需要は送迎バスを出すなどして確実に取り込みたい。 

 古来より７１番から７７番までの七ヶ寺を１日で巡礼する

「七ヶ所まいり」という参拝方法。八十八ヶ所全てを巡る事が

できない人は、弘法大師ゆかりの地だけでもと巡礼した事が始

まりだといわれている。七ヶ所まいりは、巡拝する事で七つの

福運を授かるといわれ、各寺の境内に「七福神なで仏」が設置

されている。  

真鍋座長 タイトル「１日巡礼・七ヶ所まいり・７１番～７７番と七福神」 

七ヶ寺の「七福神」の場所が分かりにくいので、各七福神の場所を明記したり

「お参りの仕方」を掲載した、マップ（これも前段での情報マップ）を作成す

る。当然、旅行会社にも情報掲載を依頼する。八十八ヶ所全てを出来ない人の

為に、始まった「七ヶ所まいり」は、弘法大師のゆかりの地を巡り、福運を授

かるとの事由を、もっとマーケットに告知する必要がある。まずは、やはり旅

行会社のパンフレットに掲載することが重要。 

矢田委員 

（代理：斉

全行程を歩くのは難しいので、一部歩き遍路体験を組み込んだ、バスツアーの

設定。 
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藤氏） 発着は琴平駅、多度津駅など最寄のＪＲ駅及び琴平の宿泊施設 

「琴平駅→琴平宿泊施設（琴参閣）→多度津駅→弥谷寺→（徒歩）→曼荼羅寺

→（徒歩）→出釈迦寺→甲山寺→善通寺（ガイド案内）→金倉寺→道隆寺→多

度津駅→琴平宿泊施設（紅梅亭）→琴平駅」 

ＪＲでは、既に観光タクシープラン「七ヶ所まいり」を設定している。発着は、

丸亀駅、多度津駅、善通寺駅、琴平駅から選択可能、発着駅が異なっても可。 

全国の女性を対象にパワースポットとしてＰＲできないか？現在、四国八十八

ヶ所霊場開創１２００年の影響もあってか、事始めとして徳島の霊山寺を中心

に女性の巡拝客が増えているという報道を耳にした。空海生誕の地である善通

寺こそ、事始めとして本来であれば相応しい場所であり、善通寺を中心とした

「七ヶ所まいり」をパワースポットとして「お伊勢さん」「出雲」の次にくる

デスティネーションとしてＰＲできないかを検討すべき。赤門筋にある「赤門

七佛薬師」もセットにして女性をターゲットにＰＲできる。 

宍戸委員 地元(香川県)の遍路はしていないが関心を持っている人を対象に遍路入門コ

ース的に活用するのが効果的と思われる。以前は、「七ヶ所まいり」をするこ

とにより一人前と認められたとのことなので、近隣の学校行事として「七ヶ所

まいり」を行ってもらい知名度を上げるのも良いのではないか。団塊の世代を

はじめとする高齢者で歩き遍路に関心はあるが、一人で始めるのは自信がない

という人が尐なからずいると思われる。七ヶ所まいりを１日目：道隆寺～善通

寺(宿坊宿泊)、２日目：善通寺～弥谷寺の行程で行い、２日目の夜は大師の湯

で宿泊するお試し遍路を行う。 

小野委員 マイカー、レンタカー向けに特典マップを作成。お寺の地図だけでなく、周辺

のうどん店、スイーツ店等の掲載、お店に立ち寄ると、割引やプレゼントがも

らえる特典を付ける。 

タクシープランの商品化、付加価値として、①先達資格のあるドライバーが同

行②お遍路用品無料レンタル、お寺だけでなくうどん店やスィーツ店に立ち寄

る。初心者、入門編としての体験プランとする。 

森山委員 ７１番～７７番全て必ずでなく善通寺を中心とした、散策コース、レンタサイ

クルコース、タクシー利用のモデルコースを設定し情報発信。コース中には食、

スイーツを入れる。 

森 委員 非常に魅力的な素材。４０代～６０代前半の「まだ遍路は早いわ」と思ってい

る女性にアプローチすることを考えてみてはどうか。この年代は子供、親、そ

して自分の健康等悩みが多くなる年代。そして旅行への支出が多いが、お寺ま

いりは年寄りが行くものという感覚を持っている。しかし、６０代の人たちが

ここで行きそびれて、７０代近くなり足腰などに自信がなくなり結局四国霊場
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⑤なつかし多度津のまち歩き 

に行けなかったという声をよく聞く。四国遍路のすそ野を広げるためには、こ

の年代に遍路は明るいイメージで癒しにつながるという認識を持ってもらう

ことが必要。 

梶 委員 

（代理:安

部氏） 

 

「七ヶ所まいり」の行程に、地域の食文化、ダイシモチ麦の商品やキウイフル

ーツの商品などを試食できるような内容を盛り込んでの活用。昨今、若者から

中高年までサイクリングが流行っており、移動手段として自転車を想定した観

光ルートや駐輪場等を整備して活用。 

小幡委員 達成者の名前と数を把握できるように各寺に仕掛けをして、得られた達成者の

数を、最寄りの道の駅や鉄道の駅で掲出するなどしてはどうか。（よくあるオ

リンピックまで後８７５日１７時間４７分といった表示や昨日の県内の交通

事故○○件といった表示の視認性の応用）これにより、「市民や地域の人が、

ああ自分も貢献せねば」とか「地域全体で達成者１０００人！」とかの目標を

決めての地域ぐるみでの運動につなげたい。 

 江戸時代に北前船の寄港地として栄え、全国から

様々な物が集まる港町として発展した。また、金刀比

羅宮へと続くこんぴら街道の玄関口としても賑わい、

参拝客が街中を通ってこんぴらさんを目指して歩いた

ところ。往時の雰囲気と昔ながらのなつかしい味を楽

しむまち歩き。  

真鍋座長 全国的に、多度津よりもっと古くて、歴史的な場所の街歩きは、全国に大変多

くある。しかし、重要なことは・・・ 

①地元の人のおもてなし 

②多度津の歴史的な案内 

③尐林寺拳法の総本山 

④さぬき鉄道（ＪＲ四国）発祥の地  

⑤陣屋や港町の歴史 

⑥美味しい（スイーツ、うどん屋、レストラン、鍋ホルうどん等） 

多度津のすべてがわかる情報マップを作成し、旅行会社やＪＲやバス会社に配

布して、尐しずつ「多度津の認知度」を上げていく。「市町～隣県～四国～西

日本～全国」から訪れたお客様のおもてなしをして、尐しずつ認知されていく

ことが重要。地元のガイドさんや街の方の情熱に感動した。頑張りましょう！  

矢田委員 

（代理：斉

土休日に予約なしで参加できるガイドツアーの設定。土・日・祝日の決まった

時間に多度津駅及び資料館に集合すれば、予約が無くても参加可能なガイドツ
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藤氏） アーを検討してみてはどうか。 

宍戸委員 巡拝客が金刀比羅宮に立ち寄る工夫をしてはどうか。歩き遍路の人であればこ

んぴら街道を歩いて多度津に向かうように誘導できるのではないか。 

小野委員 まち並みの観光素材は他地区と比べて弱い。まずは、商店街の活性化が必要。

例えば、古民家再生事業による空き家の有効活用、ご当地グルメの開発、引札

をまち並みに掲示する等。 

森 委員 多度津のまち並みも、どこにでもある昔のまち並みというイメージ。まち歩き

の楽しみは地元の人とのふれあいだと思うので、町の人が外に出てくる仕組み

作りが必要。地元の人たちの顔が見えるまちづくりとして、観光の情報センタ

ー、土産物などの販売店、空家、空き店舗を活用し、若い人や県外のクリエー

ターが移住してものづくりを行ったりカフェを開いたりといった活性化を行

ってみる。京都の町屋、岡山の出石町界隈など各地に成功例がある。また距離

があるまち並みなので、レンタサイクルの設置も検討するとよい。 

多度津資料館の引札はとても面白い観光素材。先日、京都国立博物館で引札の

本を見かけたが、非常に貴重な資料である。もっと積極的に町のＰＲに使うこ

とができる。お菓子の包み紙、案内看板などいろいろな使い道に工夫すること

ができる。 

梶 委員 

（代理：安

部氏） 

鉄道発祥の街、港の街をキーワードにした観光の取組。ＪＲ四国の多度津工場

や、造船工場などと連携した多度津のまちの観光。 

旧商家を地域の食等を味わえる飲食店等に活用し、見学に限らず、まち歩きの

拠点や休憩場所として活用できる。 

小幡委員 散策ルート中に飲食できる快適な空間が不可欠。商店街なかほどで、自主的に

取り組まれている方はいらっしゃったが、行政主導で防災拠点・地域拠点、ミ

ニ図書館機能を備えたカフェを出す、運営委託するなどの思い切った、てこ入

れをしないと、正直厳しいのではないか。 
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⑥お土産・食の楽しみ 

「七ヶ所まいり」やまち歩きの途中で楽しむことができる

昔ながらのおまんじゅうやお煎餅。善通寺のダイシモチ麦

は、うどん・蕎麦などのお土産品にも加工されている。  

真鍋座長 地元の食は大変重要で、丸亀の「一鶴」は、全国に「１ヶ月に１回は食べない

と、おかしくなりそう！」という愛好者もいるほどの人気ぶり。「食」でお客

様を増やすことは充分可能。また、その「食」を、単独で紹介するのではなく、

観光地や神社・仏閣などの情報をプラスした付加価値、切り口、展開が必要。 

矢田委員 

（代理：斉

藤氏） 

バスツアーやガイドツアーで地元で人気のお店に立ち寄り、まち歩きガイドマ

ップには、お薦め店舗を明記する。また、マップには、まち歩きモデルルート

を入れて、個人でも必ずお薦め店を経由するような流れを作る。 

小野委員 ④に記載 

森山委員 旅行商品の食事・特典などに地元食材を取り入れ、案内する。満願成就饅頭、

鍋ホルうどんなどのＰＲ。地元の食事やお土産に利用できる「遍路クーポン」

を作り、普及を図る。 

森 委員 今回試食させていただいた、カタパン、まんじゅう、ダイシモチ麦など、どれ

もおいしく、いいお土産になる。ダイシモチ麦…食物繊維の多さは女性に大い

にアピールできる。年配者は、お通じに悩む方が多くなるので、ぜひもう一回

り小さい袋で販売してほしい。今の袋だと持ち歩きも重く、尐人数の家族だと

食べきるのにかなりの日にちがかかる。お土産にするならもっと小さくお試し

サイズで購入しやすくして、その後は通販で購入を促すのがよい。 

キウイ…認知度が今一つ。もっと宣伝してゆるキャラを登場させてもいい。 

ゼリー、ジュース、アメ、ソフトクリームなど手軽に食べられる品数を増やす

べき。讃岐の名物和三盆または希尐糖と掛け合わせてスイーツ等を作り、提供

できる店を増やしていき認知度を上げる必要がある。 

お寺巡りのマップには、お寺の情報だけではなくグルメ情報が必要。 

小幡委員 お金を落として貰うという発想ではなく拾ってもらうという発想で、「え！こ

の値段で、この量、この味？」というバリューを出していけないか。五岳山の

空海ウォークにも参加したが、テントでの蕎麦提供に一般の人もうらやましそ

うな顔をしていた。境内ないし境内近傍で常設で蕎麦を食べれる和風の空間の

整備が必要ではないか。 



 

 24 

 

（２）課題に対する提案 

 

① 巡拝を観光につなげる方法について 

四国八十八ヶ所霊場に多くの巡拝者が訪れているが、札所以外での滞在時間は短く、観光

消費が生まれていない。 巡拝を地域の観光につなげていくためには、どのようなターゲッ

ト層にどのように方法で情報発信を行えば良いか？ 

 

真鍋座長 「七ヶ所まいり」を今後、計画的な告知を実施して、多くのお客様に、来て頂

くためには、 

①遍路のみ(歩きやマイカー)が目的で札所のみを、項番に巡る人達。 

②遍路と観光（遍路もしながら、観光もしたい）ちょこっと遍路の人達。 

この、２つのマーケットに正対する販売促進が肝心。遍路が目的で、時間的に

も余裕がないマーケットに観光を進めても無理がある。 

矢田委員 

（代理：斉

藤氏） 

女性をターゲットに観光地の一つの素材として札所を組み込み、巡拝と言うよ

りは、パワースポットとして紹介、案内する。女性向け雑誌やＷＥＢ等を活用

して、パワースポットとして情報発信。サイクリストを対象にパワースポット

巡りモデルコースの提案。 

宍戸委員 四国八十八ヶ所霊場「七ヶ所まいり」の頄で提案したような、団塊の世代以降

の人たちにお試し遍路をしてもらい、ゆっくりと歩いて三豊・善通寺・多度津

の良いところを見て、お土産の購買にもつながるような紹介をする。青尐年に

も「七ヶ所まいり」で大人の仲間入りとなるような行事を企画する。讃岐うど

んがブームになった時のように、まず、地元の人が「七ヶ所まいり」を楽しん

でいることを外に向かってアピールする。地元の人が面白いと思えないような

コンテンツでは、わざわざ来てくれるのを期待するのは難しい。まず、自分た

ちで楽しむ。 

小野委員 団体の巡拝バスツアーは、お寺以外はほとんど立ち寄らないのが現状であると

推測する。よって、お寺以外の観光素材、グルメ等の開発や露出を高める必要

がある。地元が進める観光モデルコース、マップの作成やＨＰ，ＳＮＳでの告

知等。ただし、そのためには、商店街の活性化やグルメ、観光素材の開発が必

要。 

森山委員 観光素材をメインに巡拝素材をサブとしてのモデルコースの情報発信 

⇒食（うどんとかスイーツ系）＋ここでしか見れない観光素材の提案 

パワーチャージ、デトックスをキーワードに３０代以上の女性をターゲットに

ＳＮＳの活用及び⇒関係個所のＨＰ、ＦＢへの情報提供発信 
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② 七ヶ所まいりの活用方法について 

「七ヶ所まいり」にエリア内の観光資源を組み合わせた旅行商品化は可能か？「七ヶ所

まいり」が四国遍路の入門編となるようなしかけは、どのような特徴をＰＲするのが効果

的か？ 

森 委員 ターゲットは、「お寺まいりはまだ早い」と思っている４０代～６０代前半の

女性がよいと思われる。この年代は悩みが増えてくる年代。瀬戸内寂聴さんも

以前、相談に来る女性はみなこの年代だとおっしゃっていた。子供のこと、親

のこと、自分の健康や仕事などこの年代は悩みが尽きない。また旅行への支出

が多く、一人でなく数人で旅に出る傾向が強い。その年代にアプローチし、癒

しとパワースポット、そして観光とグルメと双方向のニーズを満たす場所とし

て「七ヶ所まいり」を位置づけてみてはどうか。 

情報発信については、おまいりの堅苦しさや敷居の高さを取り除き、気軽に参

拝できる場所であるという印象付けを行う必要がある。テレビで取り上げるお

遍路はほとんどが歩き遍路、そして悩みを抱えた人が１か月以上かけ苦難を乗

り越え巡拝するという切り口ばかり。お寺や、信仰はもっと身近にあるもので

はなかったか。もっと小さな悩み事でも「七ヶ所まいり」で気持ちが晴れると

いった、イメージをもってもらえる見せ方が必要。お寺の中に来ると「これは

なんだろう？」というものがたくさんある。手水の使い方、鐘のつき方、線香、

ローソクなどわからないことだらけ。それをわかり易く地図と共にパンフレッ

トに表してみる。インターネットで「四国霊場」で検索したときに、おまいり

の仕方や般若心経を唱える意味等が分かりやすく解説されているとよい。 

梶 委員 

（代理：安

部氏） 

若者から中高年まで、巡拝の途中で、地域のおいしい食べ物を楽しむことがで

きる商品開発と、ＨＰ等を活用したＰＲが必要。 

小幡委員 シリアスな巡拝者を観光に引き込むのは難しい。ソフトな巡拝者の場合は、団

体はある程度プランがセットされているので、地域としてはマイカー利用の個

人客にターゲットを設定するのがよいのではないか。駐車場に次のお寺までの

導線上あるいはその近辺の立ち寄りスポットがわかるようなチラシを配布す

るボックスでも設置してＰＲしてはどうか。 

真鍋座長 個人マーケットは、現在「自由型・パーソナル旅行」で、個人が自由にコース

を決め、自分の価値観や興味により、「見学時間の長短」を決め、また、必ず

や「食はどこのお店」で、名物料理を食べると決めてから、旅行に行く。従っ

て、「エリア観光」での観光地、食事場所、土産店、入場箇所、全ての情報が
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③ 広域連携について 

エリア内の三豊市・善通寺市・多度津町が連携して行うことができる観光振興策は、ど

のようなことが考えられるか？ 

あってこそ、千客万来である。地元のすべての情報を詰め込んだ、情報マップ

を作成する。 

矢田委員 

（代理：斉

藤氏） 

ＪＲでは、観光タクシープランを旅行商品として造成している。ウォーキング

をしている方で、歩き遍路や四国巡拝に興味がある人を対象に入門編として紹

介する。巡拝のご利益や寺ごとのパワースポット、ご利益をきちんと説明、情

報発信する 

宍戸委員 善通寺が空海誕生の地であることを最大限に活かして、空海ゆかりの地を丁寧

に説明して、関心を持ってもらえるようにする。 

小野委員 視察をしてみて、歩き遍路での商品化はお客様ニーズに合わないと感じる。④

で提案しているマイカー、レンタカー向けプラン、タクシープランが検討可能。 

森山委員 七ヶ寺全てを網羅するのでなく善通寺を中心としたコースをモデルコースと

して提案する。レンタサイクルやタクシーを利用するコースに、食や観光素材

を絡ませて提案。 

森 委員 遠方からの旅行者には、栗林公園、琴平を組み合わせて１泊２日で楽しんでい

ただく。歩き遍路入門、体験として歩いて参拝する。近距離の街からは日帰り

コースで回って頂けるよう、交通手段の整備が必要。 

「７ヶ所まいり」参拝バス、レンタサイクル、レンタルバイク。遍路用品の貸

し出し等を行って手ぶらで来ても楽しめるというのもいい。菅笠、白衣、輪袈

裟、杖の貸し出し。線香、ろうそく、納め札は必要分だけセットして販売。 

食事場所が尐ないのも問題点。地元の味を中心にしたレストランや個人客には

うどんや、カフェなどを充実させることが必要 

小幡委員 課外活動の学校行事としてとりいられるよう域外の学校(高校・中学)にもＰＲ

をする。体験者の体験談を(記事)広告の形で、実名・写真入りで近隣の地方紙

等に掲載する。あるいは鉄道車内つり広告として掲出する。 

真鍋座長 まずは、「七ヶ所まいり」を、中心に連携していく。「七ヶ所まいり」も、すべ

て「歩き遍路」「歩き観光」で無くてもいい。レンタカーでもタクシーでもバ

イクでも自転車でも、色々な「遍路・一般観光」に、対応できるモデルコース

を作成することが重要。 

次に、市町間の二次交通、最近の新しい素材、新しいパワースポット等の情報

を広域で持ち寄り、「七ヶ所まいり」情報マップを作成し、常に発展的に更新

して行く事が重要。そして、一度、広域で連携して旅行会社、ＪＲ、バス会社、



 

 27 

 

③ その他 

上記①～③以外のテーマで、四国霊場「七ヶ所まいり」を活用する提案について 

 

航空会社等に、セールスを行ってみると、お客様（旅行会社）のニーズが見え

てくる。 

矢田委員 

（代理：斉

藤氏） 

エリア内で統一したテーマでの観光地やスポットを紹介し、モデルコース等を

設定する。パワースポット巡り、サイクリングコース、ウォーキング、Ｂ級グ

ルメなど。 

小野委員 ご当地グルメの開発。路線バス、コミュニティバスのダイヤ、路線改正を行い、

「七ヶ所まいり」が路線バスを使って効率よくまわれる仕組みづくり。 

森山委員 食（うどん、スイーツ等）、寺院、パブリックスペース等共通素材は連携し情

報発信（広域観光情報発信）。寺院とスイーツと観光・サイクリングのコラボ

も面白い。 

森 委員 エリア内のドライブマップ作り。道の駅や食事場所、特産品店などを入れてド

ライブしやすいように。エリアの特産品が集まる場所づくり。モデルコースの

作成。三つの市町の味めぐり、町並み対決、Ｂ級グルメ、特産品等、各市町ご

とにＰＲするのでなく全体でＰＲしていく。 

梶 委員 

（代理:安

部氏） 

幅広い年齢層にサイクリングが流行してきており、移動距離も比較的伸びて広

域的になるサイクリングの観光への活用。自転車利用に着目した、八十八ヶ所

めぐりを組込んでの連携観光ルート設定、安全性の確保、駅前や拠点等でのレ

ンタサイクルや駐輪場の設置などによる利便性の向上、観光の拠点のほか地域

の食文化に触れる場の設定等。七ヶ寺及び周辺施設等を含んだ案内標識の整備

や、ＨＰの活用、パンフレット作成等を２市１町で取り組む。 

小幡委員 駅伝大会。観光ＰＲのＨＰの共通化。３市町対抗運動会。対抗駅伝。 

小幡委員 七ヶ所走破すると何キロかを測定して、それをＰＲする。特に、トレイルラン

ナー的なブームの街版というか、単なるタイムを競うマラソン大会ではないカ

ルチャーマラソン的なカテゴリーを作れないか。巡拝者用と合わせて、ランナ

ーサポートステーション(着替え・シャワー・ロッカー)の整備ができないか。

海外にもワインマラソンとか、タイムより土地の風土を楽しむマラソンがある

ことを応用したい。同様に、サイクリングルートとしてのモデル化も検討して

みてはどうか。 
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（３）第３回会議での提案のまとめ 

 

 地域の関係者との意見交換の場でも、「七ヶ所まいり」は空海生誕の地に位置し、四国八

十八ヶ所霊場巡拝の入門編として集客することのできる素材であるという意見に相違はな

かったが、まだまだ知名度が低く、また札所以外の観光消費に結びついていないのが現状

である。今後、四国八十八ヶ所霊場のすそ野を広げていくためには、アクセス方法や所要

時間、宿泊場所などの情報を分かりやすく発信していくとともに、従来の巡拝者以外の若

者や女性にターゲットを設定し、観光素材としての付加価値をＰＲしていくことが望まれ

る。 

 また、地域の関係者より、「七ヶ所まいり」がメディアなどに取り上げられたこともあっ

たが、その際の問合せ窓口が一本化されていなかったため、十分な情報提供ができなかっ

たという意見があった。今回の会議では、二市一町の関係者が一堂に会する場であり、今

後、「七ヶ所まいり」を観光素材として活用していくためにも、地域間で連携して、問合せ

窓口の一本化や各種事業を推進する協議会の設立に向けた検討が必要である。 

 

「七ヶ所まいり」の商品化に向けて

②ターゲット ⇒ 若い人や女性！
現状・課題

①まだまだ知名度が低い？
②どのマーケットにどう売れば
いいの？

③どうすれば魅力ある商品が
できるの？

④現地の事（七ヶ所まいり）を
どこに聞けばいいの？

☆個人型商品：若い人・女性・ファミリー・カップル
☆団体型商品：社内旅行・修学旅行
☆歩き遍路商品：各旅行会社主催のもの

売
っ
て
い
く
べ
き
か
？

具
体
的
に
ど
の
よ
う
に

③新しい切り口
⇒ 付加価値を付けた商品づくり！

④受入態勢の整備 ⇒ ワンストップサービス！

①情報発信 ⇒ 分かりやすく、見やすく！

☆かわいい御朱印帳の作成
☆温泉・宿泊付き遍路体験
☆特典付きクーポン
（地元にお金が落ちる仕組み）

☆お寺・観光地・地元レストラン・宿泊場所や距離、
所要時間等を一括掲載したマップの作成
☆個人型商品への情報掲載（ＪＴＢ・日本旅行）
☆団体型商品への組み込み（下電、阪急交通社）
☆ＳＮＳの活用

☆旅行会社や観光客に対する窓口の一本化
☆七ヶ所まいりに関する協議会の設立
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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 

 

 四国八十八ヶ所霊場「七ヶ所まいり」は、江戸時代後期から伝わる弘法大師誕生の地に

根付いた巡拝方法であるが、今回の調査事業において、専門家による視察や地域の関係者

との意見交換を通じて、着地型旅行商品の素材として十分、訴求力があるということがわ

かった。 

 ただ、現状では、巡拝客以外の顧客層に広がりがないため、「七ヶ所まいり」というここ

だけに残る巡拝方法を地域の観光につなげ、旅行商品として流通促進させていくための課

題と提案を以下にまとめる。 

 

３－１．新しい顧客層に向けた情報発信 

 

四国八十八ヶ所霊場に多くの巡拝者が訪れているが、札所以外での滞在時間は短く、地 

域内での観光消費が生まれていない。純粋に巡拝だけを目的にする場合は、札所以外の観

光地などを訪問する可能性は低いため、巡拝を地域での観光につなげていくためには、新

たな顧客層に目を向け、この地を訪れる旅の動機を作っていくことが必要である。まずは、

ターゲットとする顧客層を絞り、その顧客層にあった効果的な情報発信を行っていく必要

がある。 

課題解決案 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  

 

 

 

 

   

 

《巡拝を地域の観光につなげる》 

四国遍路の裾野を広げ、札所以外の地域の魅力を活かし、 

食事・土産・宿泊等の観光消費を伸ばす。 

 

《新たな顧客層＝ターゲット層を絞る》 

癒しやパワースポットに敏感な女性層 

歩き遍路やサイクリングに興味のある若年層 

 

《ターゲット層にあった情報発信を行う》 

周辺観光地・グルメ情報などを網羅した「七ヶ所まいり」マップを作成し、関

係ホームページに掲載。地域内の札所などで配布。 
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【七ヶ所まいりマップ掲載情報】 

・七ヶ所まいりの由来  

・巡拝の作法・お遍路のスタイル  

・納経・御朱印のすすめ  

・アクセス情報（ＪＲ・バス・レンタカー・レンタサイクル）  

・周辺観光地情報  

・宿泊情報（宿坊・民宿・ゲストハウス）  

・グルメ情報（うどん・スイーツ・特産品など）  

・モデルコース・所要時間（歩き遍路・サイクリング・公共交通・車） 

【ターゲット層に向けた情報】 

・癒しやパワースポットに敏感な女性層 

 七ヶ寺をまわると四国八十八ヶ所霊場すべてをまわったご利益があること、各札所のご

利益 

・歩き遍路やサイクリングに興味のある若年層 

 歩き遍路・サイクリングのルート、所要時間、途中のグルメ・休憩スポット 

【情報発信方法】 

・七ヶ所まいり実行委員会、善通寺市・三豊市・多度津町など関係箇所のＨＰに掲載 

・地域内では、各札所、観光スポット、飲食店などで配布 
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【七ヶ所まいりマップ 作成イメージ】 

詫間駅 9:22
　↓ 三豊市コミュニティバス　詫間三野線(日・祝運休）
ふれあいパークみの 9:40

10:10 徒歩0.4km 30分
71番札所　弥谷寺 10:30

徒歩3.8ｋｍ 60分
72番札所　曼荼羅寺 11:30

11:50
徒歩0.3km 10分

73番札所　出釈迦寺 12:00
12:20

徒歩3.3km 45分
74番札所　甲山寺 13:05

13:25
徒歩2km 20分

75番札所　善通寺 13:45
14:50

郷土館前 15:01
　↓ 善通寺市民バス（空海号）　竜川コース
金倉寺駐車場前 15:28

76番札所　金倉寺 16:00

徒歩0.4km 5分
金蔵寺駅 16:23
　↓ JR
多度津駅 16:28

徒歩1.2km 15分
77番札所　道隆寺 16:45

17:00
徒歩1.2km 15分

多度津駅 17:15
JR予讃線　普通
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３－２．「七ヶ所まいり」の新しい活用方法 

 

 「七ヶ所まいり実行委員会」が平成２４年度から実施している「１日歩き遍路体験」の

ような伝統的な文化・風習を継承しつつ、新しい付加価値を付けた提案をすることにより、

四国遍路の裾野を広げていくことが必要である。 

 

（１）四国遍路の入門編への仕掛け 

 「七ヶ所まいり」は、総距離約１８ｋｍ、歩き遍路で約７～８時間、車の場合は約３～

４時間という距離なので、四国遍路の初心者にとっては、ちょうど良い距離である。１日

で歩くコース、１泊２日コースでゆったり歩くコース、エリア内の宿泊や温泉を組み合わ

せるなど、新しい体験プランを検討し、四国遍路の入門編は「七ヶ所まいり」という流れ

を作っていく。 

 既存の巡拝者層以外へ「七ヶ所まいり」を広げていくためには、エリア内でサイクリン

グやマラソン、駅伝大会などのスポーツイベントの開催やレンタサイク

ルの整備が考えられる。 

 さらに、若い女性に神社やお寺の御朱印を集める「御朱印帳」が人気

であることから、「七ヶ所まいり」オリジナルの「御朱印帳」を作成し、

それを求めて、この地にやってくるような仕掛けを行う。 

「こんぴらさん」御朱印帳 

 

（２）「七ヶ所まいり」の商品化 

この地を訪れる人を着実に増やしていくために、「七ヶ所まいり」にエリア内の観光資源

を組み合わせた商品化を進める。旅行会社とタイアップし、エリア内の温泉や、観光・グ

ルメを含んだバスツアー・タクシープランを造成。より魅力的な商品にするためには、地

域の特産品を食べたり購入したりできる場所など、地域の食の魅力のブラッシュアップが

必要である。また、個人旅行客を地道に取り込むためには、「七ヶ所まいり」の情報をコン

パクトにまとめ、旅行会社の個人旅行のパンフレットに継続して掲載してもらう働きかけ

が必要である。 
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３－３．「七ヶ所まいり」でつながる広域連携 

 

 今回の事業で調査・検討した内容を実現し、実現していくためには、対象地域である善

通寺市・三豊市・多度津町の広域連携が不可欠である。エリア内の四国八十八ヶ所霊場札

所、観光関係事業者、行政などが地域、業種の垣根を越えて、課題を解決していかなけれ

ばならない。 

 

（１）「七ヶ所まいり」問合せ窓口の整備 

 会議の中で、お客様から交通アクセスの問合せがあった場合など、自分の地域内のこと

は回答できても、となりの市町のことになるとなかなか答えられないという意見が出た。

今後、個人の観光客や旅行会社への情報発信を強化していくためには、「七ヶ所まいり」の

問合せ窓口を地域内で一本化し、アクセス・観光情報などを集約・発信していくことが必

要である。 

 

（２）「七ヶ所まいり」に関する協議会の立ち上げ 

 今回の事業で調査・検討した内容を実現していくためには、「七ヶ所まいり」に関する協

議会を立ち上げ、善通寺市・三豊市・多度津町が連携して事業推進をしていく必要がある。 

３－１・２で記載した新しい顧客へ向けた情報発信、「七ヶ所まいり」の新しい活用方法と

して、四国遍路の入門編への仕掛け、エリア内でサイクリングやマラソン、駅伝大会など

のスポーツイベントの開催やレンタサイクルの整備、「御朱印帳」をはじめとするツールの

開発など具体的な事業展開が考えられる。 
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Ｓｔｅｐ１：地域の推進体制 

地域の観光振興に向けた組織体制の現状について、整理してみましょう。 

（１）観光振興に向けた地域の推進組織としては、どのようなものがありますか？またそうした組織間の連携を図る体制はつくられていますか？ 

【地域における、観光協会、観光関連ＮＰＯ組織、地域密着型の旅行会社の有無や農漁協等との連携についても、整理してみましょう。】 

① 善通寺市単独による推進体制は、市観光協会以外に組織できていない。 

② 市観光協会の主催行事以外は、その都度イベントごとに「○○○実行委員会」を設置して対応している。 

 

  

（２）そうした組織や体制において、地域の観光振興に向けたビジョン・目的などは明確ですか？また組織間で共有されていますか？ 

【中・長期における継続的な事業展開に向け、それぞれの組織・体制がどういった計画を持っているか（いつまでに、誰が、何を、どうするのか、集客数等の数値目標はあるか、収支計画はど

のようになっているのか）についても、整理してみましょう。】 

① どの実行委員会においても、基本的にその目的や年度ごとの事業計画、事業報告等については明文化されている。 

② 各年度において、その年ごとの事業計画案について具体的な行動計画を協議し、事業予算についても計上している。 

   ただ、それぞれの事業において数値目標等は定められていない場合が多いのが実情である。 

 

 

（３）積極的に組織を推進していくリーダーはいますか？そのリーダーの下でどのような取り組み実績がありますか？ 

【これまでに、その組織の推進リーダーの方（代表者の方に限らず、地域のコーディネーターとして、自治体（行政）・事業者・旅行会社の橋渡しをし、観光による地域のまちづくり事業にお

いて中心的な役割を果たしている方）が、リーダーシップを発揮したことにより、地域が一体となった取り組みはありましたか？あった場合には、何が成功要因でしたか？上手くいっていない

場合には、何を改善すればいいのでしょうか？】 

① 観光振興に関する推進役としてのリーダー的人物は、イベントごとに長年携わっている者がリーダー役を務めているが、市全体の推進役的人物は不在である。 

② どのイベント等も、実質的には市商工観光課が企画運営に関わっていることが多く、多忙を理由に十分な反省や改善が図れないままに次年度へと移行している。 

③ 通年行事となっているような祭りやイベントにおいて、斬新な変革案等を提案することは極めて難しく、「例年の通り！」となることが大勢を占めている。 

 

 

（４）他の地域との広域連携体制はどうなっていますか？ 

【どの地域と、どういった連携体制をとっているのかについて具体的に、また過去の具体的な取り組み事例があれば書き出してみましょう。】 

① 中讃地域を中心とした広域行政団体等（さぬき瀬戸大橋広域観光協議会：丸亀市、坂出市、善通寺市、宇多津町、綾川町、琴平町、多度津町、まんのう町並びに観光協会及び各種団体な

どで組織）で広域の観光振興に取り組んでいる。 

毎年一回、大阪等への観光キャラバン隊を派遣し、広域での観光振興を図っている。広域広報紙＆観光パンフ等の作成 

② 丸亀市を中心とした定住自立圏構想の中においても、構成自治体協同（丸亀市、善通寺市、多度津町、まんのう町、琴平町）により観光振興を目指している。 

金毘羅街道の活用（こんびらさんへの道しるべ協議会）、瀬戸内国際芸術祭の誘致及び有効活用、外国人向け観光施策などを政策目標としている。 

 ③ 香川県全体の観光振興を行う「わがかがわ推進協議会」の活動に参加している。 

 

（５）その他、地域の推進体制に関する現在の課題・問題点があれば書き出してみましょう。 

 

 「七ヶ所まいり」については、７１番～７７番札所が「七ヶ所まいり実行委員会」を作り、平成２４年から年２回程度、歩き遍路を行っている。行政・観光協会での連携はない。 

 善通寺創建１２００年記念のプレイベントとして「四国霊場サイクル駅伝」を開始した。今年は、第１０回記念で、東日本大震災の被災者の「代参」（代理でお参りする）を行った。 

 



 

 

Ｓｔｅｐ２：役割分担の明確化 

組織や体制において、自治体（行政）や民間事業者の役割は、どのようになっていますか？自治体に過度の負担がかかっていないか、民間事業者は積極的か、農林

水産業者や商工業者等も参画しているか、それぞれの関係を整理してみましょう。 

（１）観光関連組織・団体（観光協会、旅館組合、商店会等） 

 今年 3 月、組織内構成員の不足が原因で「善通寺旅館料理組合」が解散し、現在民間において観光振興を自発的に推進していこうとする個人・団体はない。 

 

（２）観光関連事業者（旅館、土産店等） 

 瀬戸大橋・明石海峡大橋・しまなみ海道の開通により、日帰りの巡拝ツアーが増え、巡拝客の宿泊が減った。また、相部屋タイプの旅館は最近の旅行者のニーズに 

 合わなくなったと思われる。 

（３）地域住民（青年部・婦人会等） 

 善通寺商工会議所青年部では、県の補助事業による商店街の活性化事業に取り組んでいる。 

 

（４）ＮＰＯ、観光ボランティア組織 

 昨年度から、善通寺市がボランティア観光ガイドの養成講座を開講し、人材育成に着手しているが、成果の程は極めて未知数である。 

 

（５）農林水産業者、商工業者 

 キウイ・フルーツやダイシモチ麦など、善通寺市特産の農産物を活用した農商工連携については、これまでになく活況を呈している。 

 キウイ・フルーツは、香川県の高品質特産品（Ｋブランド）である「香緑」や香川県オリジナル品種である「さぬきゴールド」を中心として、良質で評価の高いものを

生産しています。ダイシモチ麦は、麺類や焼き菓子などとの相性がよく、うどんや蕎麦、パン、クッキーなどにも使われ始め、今後の需要が期待されてい

ます。 

（６）行政（市町村、都道府県・国） 

 善通寺市建設農林部商工観光課、香川県観光交流局、中讃広域圏内の各自治体 

 

（７）旅行会社（地域の旅行会社、大手の旅行会社） 

 これまでは関わりなし。 

 

（８）運輸事業者（鉄道会社、バス会社、タクシー会社、航空会社等） 

 これまでは関わりなし。 

 

（９）その他 

 特記事項なし 

 

 

 



 

 

Ｓｔｅｐ３：地域の観光資源の分析と活用方向の整理 

以下のチェックシートを用いて、「①新しい発想や切り口から見直し、創意工夫により、これから観光面でさらに活用を図ろう」あるいは「②これまで埋もれてい

た、あるいは活用が十分でなかったが、昨今の旅行者ニーズにあわせてこれから観光面で活用を図ろう」という「観光資源」に関する情報を整理しましょう。 

 

 

チェック項目  

資源としての資質 アピールの対象 制限事項等  

 

 

 

 
 

Ｎo 

 

 

観光資源の内容 活用のイメージ 
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 備考 

１ 

 

総本山善通寺 

 

 

 

参拝客のまち中への誘導 

 

○ 

  

○ 

 

○ 

   

○ 

           

２ 

 

五岳山縦走イベント 

 

 

弘法大師ゆかりの五岳山をも

っともっと一般登山者に周知

し、イベント時以外でも登山

客を増やす。 

   

○ 

   

 

 

○ 

        

○ 

  善通寺市役所の駐車

場・コミュニティバス

の活用 

３ 

 

古墳めぐり 

 

 

本市は、香川県内でも有数の

古墳の宝庫であるが、十分な

観光資源となっていない。 

  

○ 

       

○ 

   

 

 

○ 

     

４ 

 

乃木資料館 

 

 

 

特異なスペースの活用 

 

○ 

 

○ 

     

○ 

           

５ 

 

七ヶ所めぐり 

 

 

善通寺らしさの最たる観光資

源であり、今後の運営次第で

は県下有数の観光スポットに

なり得るのではないか？ 

  

○ 

    

○ 

 

○ 

           



 

 

Ｓｔｅｐ４：マーケットの把握と対象マーケットの明確化 

以下のチェックシートに基づき、対象とするマーケットを把握・明確化しましょう。 

 観光の現状       課 題   観光の現状     課 題 

□入り込み客数の推移   

 

 □観光施設の状況    

  

  ・総数：       人（ 年度）    ・主な宿泊施設（宿泊エリア） 

  ・過去 10 年間の推移       施設名： 総本山善通寺宿坊  

   昨年度： １，４６４，１５５ 人     宿泊者数：  ９，３９２ 人(25年度実績) 

   2 年前： １，３８４，９５２ 人     推移： 年〄減少している 

   3 年前： １，４７５，７８２ 人    ・主な観光施設   

   5 年前： １，３４２，１４３ 人     施設名：  

   10 年前：   ９１９，３００ 人     利用者数：        人 

  ・過去 5 年間の平均伸び率：   ９．１  ％      推移：減少 or 横ばい or 増加 

  ・その前 5 年間の 〃 ：   ３５．５  ％  □地域に対するニーズ   

  

  ・推移判定：減少 or 横ばい or 増加    ・来訪者の特性   

□滞在期間と誘致圏     

 

    年齢性別等の特性など 

  ・宿泊客：日帰り客＝          人：     人      
巡拝者が大半を占めているため中高

年が多い。 

   （      ％：    ％）   

  ・県内客：県外客＝           人：     人  

    （      ％：    ％）  

□入り込みの季節変動   

 

 

  ・春季（3－6 月） ： ３５３，０６０ 人  ２４ ％    ・最近の来訪者の傾向 

  ・夏季（7－8 月） ： ２１３，６２７ 人  １５ ％      外国人の巡拝者が増えてきた。 

  ・秋季（9－11 月）： ３１９，５８２ 人  ２２ ％        

  ・冬季（12－2 月）： ５７７，８８６ 人  ３９ ％   

□周辺にある他の観光地の状況  

  

 

  ・宿泊拠点の状況  ※市有の宿泊施設  

   場所：       宿泊数：     人  

   場所：       宿泊数：     人  □その他    

  

   場所：       宿泊数：     人    当地域の観光に関する特徴的な事柄 

  ・旅行者の流れ（周辺地域との連携ルートの有無の確認）  

四国霊場の札所であり、弘法大師ゆかりの地であり、多くの巡拝者

が訪れるが、市内での滞在や宿泊などの経済効果につながってい

ない。 

   
太い流れ： 四国霊場八十八ヶ所             

を結ぶルート 
 

   その他  ：           を結ぶルート  

    その他  ：           を結ぶルート  

旅行形態（個人旅行・団体旅行）、年齢・性別・グループ（家族旅

行や熟年の旅行）など旅行者の特徴、また彼らがどのようなこと

を期待して訪れているのか 

“最近人気のある観光施設”、“体験型旅行に対するニーズが増加

した”、といった来訪者の行動の変化やニーズの変化 



 

 

Ｓｔｅｐ５：効果的な商品化・マーケティング活動の実行 

１．上記の地域資源を単独で、あるいは複数組み合わせて旅行商品化を貴地域の側から旅行会社に提案する場合、どのような内容のものになりますか？ 

  （１）周遊ツアー商品で貴地域に途中立ち寄り利用する場合、あるいは（２）貴地域で半日から 1 日滞在するという宿泊滞在型の商品化を図る場合とに分け

て考えてみてください。＊周遊ツアー商品、滞在型商品の双方ともにご提案いただいてかまいません。 

（１）周遊旅行の立ち寄り利用の場合  

＜商品化提案１＞ 【①該当資源 ②対象市場（地域） ③対象客層 ④セールスポイント ⑤対象時期 ⑥商品化に向けた課題】 

① 総本山善通寺と明治の時代散歩（明治建築と乃木資料館） 

② 特になし   ③ 中高年男女   ④ 近代日本の黎明期を体感する   ⑤ 春と秋   ⑥ ガイドの育成 

＜商品化提案２＞ 【①該当資源 ②対象市場（地域） ③対象客層 ④セールスポイント ⑤対象時期 ⑥商品化に向けた課題】 

① 善通寺山の辺の道サイクリング(古墳群＋うどん店めぐり) 

② 特になし   ③ 特になし   ④ 凝縮した讃岐路を堪能する   ⑤ 通年   ⑥ サイクリングコースづくり 

（２）現地滞在型の場合 

＜商品化提案１＞【①該当資源 ②対象市場（地域） ③対象客層 ④セールスポイント ⑤滞在メニューの内容 ⑥必要時間 ⑦対象時期 ⑧商品化に向けた

課題】 

① 善通寺市内の四国霊場５ケ寺のミニ歩く遍路体験 

② 特になし   ③ 限定なし   ④ 四国遍路へのきっかけづくり   ⑤ 72 番札所曼荼羅寺～76 番札所金倉寺までの歩き遍路体験＆遍路入門講座 

⑥ 約 6 時間   ⑦ 通年   ⑧ 先達(ガイド)育成            （宿坊での宿泊体験） 

＜商品化提案２＞【①該当資源 ②対象市場（地域） ③対象客層 ④セールスポイント ⑤滞在メニューの内容 ⑥必要時間 ⑦対象時期 ⑧商品化に向けた

課題】 

① ７１番～７７番札所の七ヶ所まいりを歩く遍路体験 

② 特になし   ③ 限定なし   ④ 四国遍路へのきっかけづくり   ⑤ 71 番札所曼荼羅寺～77 番札所までの歩き遍路体験＆善通寺での宿坊体験 

⑥ 約 8 時間   ⑦ 通年   ⑧ 先達(ガイド)育成 

＜商品化提案２＞【①該当資源 ②対象市場（地域） ③対象客層 ④セールスポイント ⑤滞在メニューの内容 ⑥必要時間 ⑦対象時期 ⑧商品化に向けた

課題】 

① 大師ゆかりの五岳山縦走 ②特になし   ③ 限定なし   ④ 里山ハイクと健康づくり   ⑤ 弘法大師幼少期の伝説が残る五岳山ハイク 

(1)－２のサイクリングと組み合わせた商品化の検討 ⑥ 約 5～6 時間   ⑦ 通年   ⑧ ガイドの養成 

  



 

 

２．地域の特性を踏まえたマーケティング活動の実行に関して、今後の計画及び課題についてご記入下さい。 

今後の計画 

  

四国霊場に訪れる多くの巡拝者に、巡拝＋αの楽しみを伝えていく。 

古来より謂れのある「七ヶ所まいり」が四国遍路の入門編となるようなＰＲを行う。 

 三豊市・善通寺市・多度津町のエリア内で滞在時間を伸ばせるような魅力を作っていく。 

  

 

 

 

実現に向けた課題 

 

 ●巡拝を観光につなげる方法 

四国霊場に多くの巡拝者が訪れているが、札所以外での滞在時間は短く、観光消費が生まれていない。巡拝を地域での観光につなげていくためには、 

どのようなターゲット層にどのように方法で情報発信を行って行けばいいか？ 

●七ヶ所まいりの活用方法 

「七ヶ所まいり」にエリア内の観光資源を組み合わせた旅行商品化は可能か？ 

「七ヶ所まいり」が四国遍路の入門編となるようなしかけは、どのような特徴をＰＲするのが効果的か？ 

●広域連携について 

エリア内の三豊市・善通寺市・多度津町が連携して行うことができる観光振興策は、どんなことが考えられるか？ 

 

 

 

 

その他、質問に関する各種資料（パンフレット・地図・写真・画像データ、ホームページの情報）も同封願います。



日時：平成２６年１１月６日（木）１５時～１７時

場所：善通寺市総合会館　３階会議室

【委員】

№ 所属 役　　職 氏　名

1 四国ツーリズム創造機構 事業推進本部長 真鍋　省二

四国旅客鉄道株式会社 取締役鉄道事業本部営業部長 矢田　栄一

　　　　　〃　　　　（代理出席） 営業部販売促進課長 中村　浩一郎

3 ＮＰＯ法人遍路とおもてなしネットワーク 事務局長 宍戸　榮德

4 株式会社ＪＴＢ国内旅行企画 西日本事業部仕入企画担当課長 小野　浩二

5 株式会社日本旅行 四国仕入販売センター所長 森山　勉

6 下電観光バス株式会社 商品企画部専任課長 森　恭子

四国地方整備局 事業調整官 梶　久夫

　　　　　〃　　　　（代理出席） 企画部広域計画課長 中岡　浩三

8 四国運輸局 企画観光部長 小幡　章博

【善通寺市・三豊市・多度津町】

№ 所属 役　　職 氏　名

1 善通寺市 市長 平岡　政典

2 善通寺市観光協会 会長（善通寺市商工会議所会頭） 村上　幸生

3 善通寺市観光協会 副会長（総本山善通寺執行長） 菅　智潤

4 善通寺市文化財保護協会 会長（まち歩きガイド育成講師） 大河内　義雅

5 七ヶ寺まいり連絡協議会 代表（四国霊場第７６番札所金倉寺副住職） 村上　哲済

6 善通寺商工会議所 専務理事 山下　繁樹

7 善通寺市商店連合会 会長 白井　浩

8 善通寺商工会議所青年部 会長 角野　幸治

9 遍路宿新規創業者 「風のくぐる」オーナー 氏家　正毅

10 善通寺市 建設農林部長（善通寺市観光協会専務理事） 池脇　貴司

11 善通寺市 建設農林部理事 石井　秀文

12 善通寺市 商工観光課長 上田　英雄

13 善通寺市 商工観光課 近藤　法弘

14 三豊市 産業政策課課長補佐 宮崎　洋一

15 いやだに温泉大師の湯 支配人 近藤　秀幸

16 四国霊場第７１番札所弥谷寺 副住職 建林　良啓

17 多度津町 産業課長 神原　宏一

18 　　　　　〃 産業課係長 香川　馨一

19 　　　　　〃 産業課主任主事 西山　英希

【事務局】

№ 所属 役　　職 氏　名

1 四国運輸局 企画観光部観光地域振興課長 高橋　雄二

2 四国運輸局 企画観光部観光地域振興課課長補佐 荒木　昭博

3 四国運輸局 企画観光部観光地域振興課地域係長 櫛田　哲也

4 四国ツーリズム創造機構 事業推進本部マネージャー 神野　博之

5 四国旅客鉄道株式会社 総合企画本部地域連携室副室長 難波　恵美

6 四国旅客鉄道株式会社 総合企画本部地域連携室 髙島　朊江

第１回 観光まちづくりアドバイザリー会議（出席者名簿）
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日時：平成２６年１１月７日（金）１６時～１７時

場所：多度津町役場　２階　第１会議室

【委員】

№ 所属 役　　職 氏　名

1 四国ツーリズム創造機構 事業推進本部長 真鍋　省二

四国旅客鉄道株式会社 取締役鉄道事業本部営業部長 矢田　栄一

　　　　〃　　　　　（代理出席） 営業部誘客戦略室長 斉藤　益男

ＮＰＯ法人遍路とおもてなしネットワーク 事務局長 宍戸　榮德

　　　　〃　　　　　（代理出席） 常任理事 白井　宏郁

4 株式会社ＪＴＢ国内旅行企画 西日本事業部仕入企画担当課長 小野　浩二

5 株式会社日本旅行 四国仕入販売センター所長 森山　勉

6 下電観光バス株式会社 商品企画部専任課長 森　恭子

四国地方整備局 事業調整官 梶　久夫

　　　　　〃　　　　（代理出席） 企画部広域計画課長 中岡　浩三

8 四国運輸局 企画観光部長 小幡　章博

【善通寺市・三豊市・多度津町】

№ 所属 役　職 氏　名

1 多度津町 町長 丸尾　幸雄

2 　　　　　〃 副町長 河西　浩一

3 多度津町観光協会 会長 内海　武彦

4 　　　　　〃 副会長　町議(建設産業民生常任委員長) 古川　幸義

5 　　　　　〃 　〃　（多度津商工会議所女性会会長） 竹内　修子

6 　　　　　〃 理事　（金剛禅総本山少林寺宗務局長） 中川　英昭

7 　　　　　〃 　〃　（多度津商業協同組合代表理事） 住吉　昭男

8 　　　　　〃 　〃　（多度津民宿組合組合長） 細川　　勝

9 　　　　　〃 　〃　（多度津町文化財保護協会会長） 富井　　潔

10 　　　　　〃 　〃　（多度津商工会議所青年部会長） 真鍋　秀一郎

11 　　　　　〃 　〃　（ＪＡ香川県多度津支店長） 多田羅　秀起

12 　　　　　〃 　〃　（ＪＲ四国多度津駅駅長） 佐〄木　龍次

13 　　　　　〃 事業運営推進部会長 武林　正樹

14 多度津商工会議所 会頭 神原　　正

15 　　　　　〃 次長 谷口　正典

16 多度津町立資料館 館長 川元　紀恵

17 たどつまち歩きの会 ナビゲーター 関口　一幸

18 多度津町 産業課長 神原　宏一

19 　　　　　〃 政策企画課長 岡部　登

20 　　　　　〃 産業課係長 香川　馨一

21 　　　　　〃 産業課主任主事 西山　英希

22 　　　　　〃 産業課観光担当 渡邉　真理子

23 善通寺市 建設農林部理事 石井　秀文

24 三豊市 産業政策課課長補佐 宮崎　洋一

25 いやだに温泉大師の湯 支配人 近藤　秀幸

【事務局】

№ 所属 役　　職 氏　名

1 四国運輸局 企画観光部観光地域振興課長 高橋　雄二

2 四国運輸局 企画観光部観光地域振興課課長補佐 荒木　昭博

3 四国運輸局 企画観光部観光地域振興課地域係長 櫛田　哲也

4 四国ツーリズム創造機構 事業推進本部マネージャー 神野　博之

5 四国旅客鉄道株式会社 総合企画本部地域連携室室長 宮脇　正行

6 四国旅客鉄道株式会社 総合企画本部地域連携室副室長 難波　恵美

7 四国旅客鉄道株式会社 総合企画本部地域連携室 髙島　朊江

第２回 観光まちづくりアドバイザリー会議（出席者名簿）

2

3

7

 

 



 

日時：平成２７年１月２８日（水）１３時～１６時

場所：善通寺市役所　大会議室

【委員】

№ 所属 役　　職 氏　名

1 四国ツーリズム創造機構 事業推進本部長 真鍋　省二

四国旅客鉄道株式会社 取締役鉄道事業本部営業部長 矢田　栄一

　　　　　〃　　　　（代理出席） 営業部誘客戦略室長 斉藤　益男

3 ＮＰＯ法人遍路とおもてなしネットワーク 事務局長 宍戸　榮德

4 株式会社ＪＴＢ国内旅行企画 西日本事業部仕入企画担当課長 小野　浩二

4 株式会社日本旅行 四国仕入販売センター所長 森山　勉

5 下電観光バス株式会社 商品企画部専任課長 森　恭子

四国地方整備局 事業調整官 梶　久夫

　　　　　〃　　　　（代理出席） 企画部広域計画課課長補佐 安部　福夫

7 四国運輸局 企画観光部長 小幡　章博

【善通寺市・三豊市・多度津町】

№ 所属 役　　職 氏　名

1 善通寺市観光協会 副会長（総本山善通寺執行長） 菅　智潤

2 善通寺市文化財保護協会 会長（まち歩きガイド育成講師） 大河内　義雅

3 七ヶ所まいり連絡協議会 四国霊場第７１番札所弥谷寺副住職 建林　良啓

4 七ヶ所まいり連絡協議会 四国霊場第７２番札所曼荼羅寺副住職 高吉　清惇

5 七ヶ所まいり連絡協議会 四国霊場第７４番札所甲山寺副住職 大林　教順

6 七ヶ所まいり連絡協議会 四国霊場第７６番札所金倉寺副住職 村上　哲済

7 善通寺商工会議所 専務理事 山下　繁樹

8 善通寺商工会議所青年部 会長 角野　幸治

9 遍路宿新規創業者 「風のくぐる」オーナー 氏家　正毅

10 善通寺市 建設農林部長（善通寺市観光協会専務理事） 池脇　貴司

11 善通寺市 建設農林部理事 石井　秀文

12 善通寺市 商工観光課長 上田　英雄

13 善通寺市 商工観光課 近藤　法弘

14 三豊市 産業政策課課長補佐 宮崎　洋一

15 三豊市観光協会 事務局長 成行　公雄

16 いやだに温泉大師の湯 支配人 近藤　秀幸

17 多度津町 産業課長 神原　宏一

18 　　　　　〃 産業課係長 香川　馨一

19 　　　　　〃 産業課主任主事 西山　英希

【事務局】

№ 所属 役　　職 氏　名

1 四国運輸局 企画観光部観光地域振興課長 高橋　雄二

2 四国運輸局 企画観光部観光地域振興課課長補佐 荒木　昭博

3 四国運輸局 企画観光部観光地域振興課地域係長 櫛田　哲也

4 四国ツーリズム創造機構 事業推進本部マネージャー 神野　博之

5 四国旅客鉄道株式会社 総合企画本部地域連携室室長 宮脇　正行

6 四国旅客鉄道株式会社 総合企画本部地域連携室副室長 難波　恵美

7 四国旅客鉄道株式会社 総合企画本部地域連携室 髙島　朊江
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