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１．事業概要 

 

１－１ 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香川

県三豊市を選定し、三豊市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、三豊市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） 

 

香川県三豊市 

三豊市

 

 

香川県三豊市は、香川県の西部に位置し、愛媛県や高知県にも近い位置にある。北東

部は象頭山（琴平町）、大麻山、弥谷山などに接し、南東部は讃岐山脈の中蓮寺峰、若

狭峰、猪ノ鼻峠、六地蔵峠などを境に徳島県に接している。北西部は、瀬戸内海に突き

出た荘内半島があり、その南部には、砂浜の美しい海岸線が続いている。粟島、志々島、
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蔦島などの島しょ部もみられる。中央部に

は三豊平野が広がり、東部から西部に向か

って財田川、東部から北部に向かって高瀬

川などの河川が流れ、豊かな田園地帯を形

成している。三豊平野にはため池が多数点

在し、新市の地勢の大きな特色となってい

る。 

平成 18年１月１日に高瀬町、山本町、三

野町、豊中町、詫間町、仁尾町、財田町の

７町が合併して三豊市が誕生し、県下で高

松市、丸亀市についで人口の多い市となっ

た。（面積 222.66ｋ㎡、人口 67,568 人 

平成 24年 5月 1日現在推計人口） 

市内には、北東から南西方向に高松自動

車道、国道 11号、国道 377号、ＪＲ予讃線

が走り、南東部には、南北に国道 32号、Ｊ

Ｒ土讃線が走っており、幹線交通軸を形成

している。高速自動車道は、さぬき豊中インターチェンジ、三豊鳥坂インターチェンジ

を有し、また、国道 32号を通じて井川池田インターチェンジとも連絡し、高松、松山、

高知、徳島、岡山など各方面に向けて交通の利便性が高い地域である。さらに、ＪＲ高

瀬駅、詫間駅には、特急電車が停車するほか、土讃線の分岐点であるＪＲ多度津駅、高

松空港など交通の結節点にも近く、四国における交通の要衝に近接した恵まれた交通条

件を有している。 

また、海上交通の拠点として、国際貿易港である詫間港とマリンレジャーの盛んな仁

尾港の２つの地方港湾（県管理）を有している。 

観光資源としては、詫間町には、多島美の景色を独り占めできる荘内半島の「紫雲出

山」、マーガレットやコスモスなど四季折々の花が楽しめる「フラワーパーク浦島」、か

つて北前船の寄港地として栄えた粟島がある。粟島にある日本初の国立粟島海員学校の

跡地は、現在は「粟島海洋記念館」となっている。また、近年は、アーティスト・イン・

レジデンスの島としても認知されつつある。荘内半島には浦島伝説もある。 

隣接する仁尾町も、瀬戸内海に面し、かつて京極丸亀藩の商都として栄え、その後塩

田で栄えた古い町並みが残っており、仁尾の古い町並みや江戸時代から続く屋号などの

“歴史”、中華そばや天ぷらなどの“なつかしい食”を、ガイドと一緒に巡りながら楽

しむ町歩きも実施されている。毎年秋には、「仁尾八朔人形まつり」も行われる。約１

㎞のロングビーチを誇る父母ヶ浜海水浴場は、美しい夕景でも知られており、水平線に

沈む夕陽は「日本の夕陽百選」にも選ばれている。西日本でも有数の規模を誇る大きな
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｢仁尾マリーナ｣もある。 

三豊市の高瀬町は、香川県の生産量の６割を占めるお茶の産地で、高瀬町南部の丘陵

地帯には、一面に茶畑が広がっている。市内には、｢大興寺｣「本山寺」「弥谷寺」と四

国八十八か所の札所が三ヵ寺ある。 

市内には３か所の温泉「ふれあいパークみの」「たからだの里（環の湯）」、「たかせ天

然温泉」もある。 

観光の重要な要素のひとつである「食」の資源も、曾保みかん、ビワ、桃、ぶどう、

カキ、イチゴ、キーウィフルーツなどの果物、三豊なすやブロッコリーなどの野菜、高

瀬茶等の農産品に恵まれている。 

 

このように三豊市は、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ある。 

その理由として、以下の理由が挙げられる。 

 

 ７町が合併して海浜部から里山まで非常に広域であるため、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） 

※三豊市は各地域が「まち歩き」の実施に取り組んでいるが、定期的にできる仕組

み、まち歩きの中で「食べる」「買う」など地域にお金の落ちる仕組みが十分と

は言えない） 

 

 三豊市の観光の重点エリアと考えられる詫間～仁尾エリアに、「休憩する」「飲食を

する」「買い物をする」等の拠点となる施設がないため、旅行者の滞在時間の延長

に結びついていない。 

※市内の全域で観光を考えるのではなく、今回は、詫間（粟島含む）～仁尾の海浜

部を調査エリアと考え、『面』での拠点づくりを考える。 

 

 観光協会が発足したものの、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。 
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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・学識者など）からなる「三豊市観光まちづくりア

ドバイザリー会議」を３回実施し、三豊市が取り組んでいる観光振興の様々な課題に対

して、着地型旅行商品の流通、観光振興に係る組織・人材づくりなどのアドバイスや提

言を行った。 

 

三豊市観光まちづくりアドバイザリー会議委員名簿 

氏名 所属  

平尾 政彦 四国ツーリズム創造機構事業推進本部長 座長 

山田 耕三 （有）香川こまち社長（月刊「香川こまち」編集長）  

谷川 博史 （株）日本旅行 四国仕入販売センター所長  

矢田 栄一 四国旅客鉄道（株）営業部長  

山地 秀樹 四国地方整備局事業調整官  

小山 和徳 四国経済産業局商業・流通・サービス産業課長  

鈴木 貴典 四国運輸局企画観光部長  

 

 

三豊市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 25年 1月 30日（水）  

三豊市役所仁尾庁舎会議室

及び三豊市内（現地視察） 

・三豊市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（塩田邸、父母ヶ浜） 

第２回 平成 25年 1月 31日（木） 

三豊市内（現地視察）  

・現地視察の実施（粟島海洋記念館、ル・ポー

ル粟島、紫雲出山山頂公園、鴨の越、仁尾ま

ち歩き） 

・委員との意見交換 

第３回 平成 25年 3月 13日（水） 

三豊市役所仁尾庁舎会議室  

・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 
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１－４ 事業フロー 

 

１２月 

 

 

１月 

 

 

２月 

 

 

３月 

 

 

 

 

 

 

４月～ 
 

 

 

委員の意見 

現地視察評価シート 

三豊市の取り組みに活用 

・事前調査 

・観光マーケティングシートの作成 

第１回・第２回アドバイザリー会議 

1月 30日（水）～31日（木） 

報告書の作成 

第３回アドバイザリー会議 

平成 25年 3月 13日（水） 

アドバイザリー会議の提案書の作成 
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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：平成 25年 1月 30日（水） 

開催日時：（会議）13時 30分～15時 30分 

     （視察）16時 00分～17時 30分 

開催場所：三豊市仁尾庁舎会議室 

実施概要： 

三豊市政策部産業政策課主任宮崎氏より、三豊市

の観光の現状・課題・三豊市観光の産業化などに

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からの質疑応答

及び三豊市関係者との意見交換を行なった。 

会議終了後、製塩業で栄えた塩田家の旧家「塩田

邸（松賀屋）」、父母ヶ浜を現地視察した。 

 
会議の様子 

 
塩田邸（松賀屋）視察 

 

 

○三豊市観光プレゼンテーション資料 
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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：平成 25年 1月 31日（木） 

開催日時：8時 00分～17時 00分 

開催場所：三豊市内の視察 

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、

粟島地域及び仁尾地域を中心とした、三豊市の観光

の産業化のための地域資源の活用であった。 

視察後、視察の感想などの意見交換を行なった。 

 
粟島地区の視察 

 
仁尾地区の視察 

（１）視察行程 

時間 内容 視察内容 

8：00 ふれあいパークみの出発 バスで移動 

9：05 

9：20 

須田港発 

粟島着 

粟島汽船 利用 

 

日本最古の海員養成学校を利用した

記念館と宿泊施設を見学 

 粟島海洋記念館 

ル・ポール粟島 

11：15 

11：30 

粟島発 

須田港着 

 

12：00 

バスで庄内半島へ 

昼食 カフェ 花ばたけ 

 

13：00 

 

紫雲出山山頂公園 

鴨の越 

庄内半島からの瀬戸内の眺望 

浦島太郎伝説の残る砂浜 

14：00 お徒歩でいく仁尾なつかし味めぐり 昔ながらの古い町並みが残る「なかん

ちょ」等を見学 

16：00 

17：00 

第２回三豊市観光アドバイザリー会議 

（三豊市役所仁尾庁舎） 

質疑応答・意見交換 
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【視察ポイントマップ】 

出典：三豊市観光協会 HP 

荘内半島 

粟島 

仁尾の町並み 

 

ふれあいパークみの 
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（２）視察後の所感・提案 

①塩田邸（松賀屋） 

・塩田業で栄えた仁尾を象徴する建築物。電話番号がはじめて仁

尾に割りふられた際の「１」番が塩田家。 

・現在は「空き家」であり、仁尾の観光の拠点としての整備の可

能性もある。  

山田委員 ・昨今の第三次（？）レトロブームに合致している素材・ネタ。 

・年配者には懐かしく、20代、30代には心地よい空間。 

・現在、強く関心を示してくれているアレックス・カー氏にさらに積極的にア

プローチするといいのでは。 

・ただ、建物自体はそんなに古く歴史があるというわけでもない。当主・塩田

忠左衛門さんに関する逸話などで、もっと演出が必要かも。 

小山委員 ・仁尾地区のマチの拠点としての存在は大きい。 

・しかし、いざ整備して宿泊施設等として活用するには莫大な費用がかかり、

それに見合った効果・収益が上がるかどうか疑問にも思われる。結局、「お

荷物のハコモノ」と化しては何にもならない。 

・街中に大きな点をひとつ作るより、小さな点でも良いから複数作る（古い旅

館風の建物などを安価で借り上げて活用）ことも検討されてはどうか。 

松下委員

代理 

・広大な敷地の中に歴史ある構造物があり、仁尾の観光の拠点となる可能性を

秘めているものと感じられた。 

・ただし、30年近く「空き家」であるため、あちこちでかなりの痛みが見られ、

今後、東南海・南海地震の発生も危惧されることから、安全性の確保が急務

と思われる。 

・その場合、耐震対策等にかなりの費用がかかるものと思われるため、改修及

び維持・管理の費用について、官民一体の協力が必要。 

・近くに大きな駐車場が無いように見られた。今後、観光の拠点としていくた

めには、大型バスもとめられる駐車場の整備が必要。 

・あと、引田の「讃州井筒屋敷」の「引田ひなまつり」のように、核となるよ

うな地域独特の文化を復興させたイベントの開催が必要と思われる。 

柳澤委員

代理 

・風情があり活用の可能性はあるが、まずは手を入れないと使えない保存状況。 

・その際特に、何に使うかということが重要課題と思われます。 

・仁尾らしさがあり、常日頃人が賑わうコンテンツを入れないと意味が無いと

思います。 

平尾座長 ・仁尾観光の基点となる重要案件として改修計画の早期実現を望みます。 

・資金は国、自治体のほかできる限り多くの出資者を募るのが良いでしょう。 

・宿泊、体験、物産販売の場所になります。 
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・宿泊は世界に販売するため、ホテルチェーンの智慧も入れましょう。 

矢田委員 ・どのようなテーマで整備するか、また、整備後は誰がどのようなコンセプト

で運営するかが課題。 

鈴木委員 ・活用のためには、所有者からの土地・建物の買取り及び再整備が不可欠。再

整備に当たっては、駐車場、最低限の休憩、物販・体験スペース等の、街歩

き観光の拠点として必要性の高いものから段階的に実施していくことも含

めて検討し、着手・開業時期を遅らせず、身の丈に合った施設整備を進めて

いくことが重要。 

・小規模であっても高頻度でイベントを開催できる仕組みを検討することが望

ましい。イベントは、街歩きと直接関係なくとも、賑わいを維持し続けると

いう点でも効果があるため、地域コミュニティや文化活動のような他イベン

トも誘致し、「動き」を創出し続けることが重要。 

・民間資金の活用による整備が望ましいが、それにより整備が遅れるのであれ

ば、基盤的部分だけでも行政が中心となって整備することが現実的と思料。 

②父母ヶ浜 

・約１km のロングビーチを誇る穏やかな海水浴場。毎年夏には

多くの海水浴客が訪れる。干潮時には、干潟があらわれる。 

・美しい夕景でも知られており、水平線に沈む夕陽は「日本の夕

陽百選」にも選出。 
 

山田委員 ・めったにない広大な遠浅海岸。波が描いた模様も、夕暮れ時の静寂さもすば

らしい。 

・防波堤近くなどをもっと完璧に清掃して、砂浜の小さいゴミを拾えば、価値

はさらに高まるのでは。 

・近隣に海が見えるカフェが続々とオープンしていることからもうかがえるよ

うに、女性連れ、カップルで海を見ながらお茶を飲むということだけでも、

わざわざ出かける理由が生まれ、そこに若者は価値を見出す。 

・もっとロマンチックをイメージさせる演出がほしい。 

・「海の家」はあったが、もっとおしゃれな感じに

すれば、絶対、若者は集まる。（右写真） 

・遠浅でとても安全なので、カニや小魚、海の生物

に触れる体験もの（親子）の実施もいい。 

松下委員

代理 

・「だるま夕陽」のように、実際に来て見たいと思われるようなネーミングが

必要。 

・市や観光協会のホームページに、水平線に夕陽が沈む時間帯の予想や、美し

く見えるスポットの紹介を適宜、のせてみてはどうか。あと、季節も。 

・一番、きれいな時の夕陽が沈む瞬間の動画もＵＰしておき、実際に現地で見
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た方がより感動があじわえるよと、コメントも載せておく。 

・都会の人は、「父母ヶ浜」のように、人工構造物が無い海水浴場に感動を覚

えるものと思われるため、ベンチとか整備するにしても、木の丸太のベンチ

にするとか工夫が必要。 

・地元の特産品を売ったり、コーヒーや軽食が取れるような、道の駅の整備も

必要。 

柳澤委員

代理 

・“何も無い”という雰囲気は素晴らしく、味わったことの無い開放感があり

ました。 

・しかし、遠方のお客様に事前にその良さを伝えるのは難しいかもしれません。

（写真等でも本当の良さは伝わらないと思います。）あくまでも、他の目的で

来られたお客様に＋αでご案内して、結果エリアとしての満足度が上がるよ

うなコンテンツだと思います。 

・懇親会の会場はロケーションも良かったが若干設備が古く、食事についても

充実はしていたが、もっと三豊ならではのものが欲しかったです。 

平尾座長 ・夕陽が素晴らしい。 

・無料でみるなら海辺に案内すればよい。 

・ドリンク付きまたは食事付きのプランを販売するのが良い。 

矢田委員 ・雰囲気の良い海岸であるが、何かお金を落とすための工夫が必要。 

・カップルや家族が座って語れる椅子等が欲しい。 

鈴木委員 ・夏期の海水浴客の利用のほか、夕日スポットとしてのＰＲ等を通じドライブ

客を誘客すること等で、周辺の飲食店、民宿、物販店等への波及効果を期待

できる。 

・周辺の飲食店や物販店が協力して、地域の名産品、浦島伝説等の地域の素材

をテーマとした飲食メニュー（参考事例：どんぶり街道（複数の店舗で一定

のルールを作り、各店の創意工夫を取り入れつつ共通性のあるメニューを提

供、共同広報等も実施））やお土産の開発等に取り組むことが効果的と考え

られる。 

③粟島海洋記念館 

・明治 30年に開校した日本初の海員養成学校の跡。昭和 62年に

廃校。 

・大正９年に建築された木造 2階建ての校舎跡には、昔の船舶機

器や模型など多くの資料を展示。 

・映画「機関車先生」のロケ地にも。 

 ル・ポール粟島 

・宿泊施設やレストラン、テニスコートなどが集合する粟島のレ

ジャー拠点。 
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・島の代名詞、「海ほたる」の観察ができる。 

・砂浜に流れ着くシーグラスを使ったアート制作プランや、愛犬

とくつろげるキャビン滞在プランなど、宿泊メニューが豊富。 

山田委員 ・ゲストを迎える体制が見えない。 

・道ですれちがうおばあちゃんたちはひとなつっこい笑顔であいさつを返して

くれるのに、残念だ。 

・船便の少なさをなんとかしてほしい。１時間に１便あれば、もっと気軽に「ち

ょっと行ってみる？」と、友だちや彼氏、彼女を誘えるかもしれない。船に

乗る（陸を離れる）というのは、多くの人にとって非日常的で、プチ旅感い

っぱい。 

・パンフレットにある“島時間”のコピーと現在の粟島の迎え入れ体制は、残

念ながら乖離していると思う。 

・レストランの食事メニューが島民向けでもあるから……というのを聞いて驚

いた。 

・もっと媒体サイドがそそられる素材、メニュー、演出がほしい。（島イタリ

アンとか） 

・カレーにしても、全国にはいろんなご当地カレーもあるので、参考にしてみ

るといいのでは。 

・季節限定（夏）でもいいので、海洋記念館の２階スペースをカフェにしてみ

ては？ 

・現在のル・ポールの食堂（？）で飲むのとは、コーヒーの味が変わってくる

と思う。 

・客室の清掃、メンテナンスは早くきちんとしたほうがいい。粟島の素朴な自

然と対照的に、整然と整えられた客室であれば、来訪者はもっと感動する。

感動させる一番手っ取り早い方法は、ギャップ、落差。 

島の人にとっても、ある意味、非日常スペースとなっていいかも。 

・海洋記念館1階の展示室と展示物はもっと清掃をして、パネルや文書や音や

映像などによる説明と演出を。 

・戦争のこと、海洋立国・日本のことなど、情報発信を。 

・季節やイベントによって、須田港の駐車スペースが不足しないか、心配。 

小山委員 ・ブイブイの取組を瀬戸芸以降も継続し、島全体に広げる。粟島を「ブイブイ

の島」にする。 

・ブイブイグッズの開発、制作体験コース等の開発など 

・新規開業者（宿泊・物産・物販・サービス）に対する公的支援の導入 

・「藤井ふみや」氏による粟島の良さの喧伝 

松下委員 ・ル・ポール粟島については、少し見ただけの感想ですが、施設の外観及び部
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代理 屋もこぎれいで、若い女性にも好感を持ってもらえるのではないかと感じ

た。ただし、今時、部屋に風呂が無いことは大きなマイナス点。 

・あと、お土産が少ないのと、魅力的なお土産がない。（どうしても買いたい

と思うお土産がない） 

・旧海員学校の展示室は、無料なので仕方がない面もあるとしても、ホコリが

かぶっていて薄暗い。展示の誘導の仕方も戦略が見られない。 

・マニアックな観光客にうったえるような、体験コーナーがあればいいのでは

ないか。 

・２Ｆスペースが何も使われてなくて、もったいない。 

・粟島全体としての印象としては、非常に良かった。「海ほたる鑑賞」や「ブ

イブイガーデン」など、非常に魅力的な観光資源もあるので、情報発信の仕

方や島への移動手段、島での移動手段、食べ物や土産物の充実などを、委員

会等を立ち上げ戦略的に練っていくことが必要。 

・島には若者が少ないとのことなので、三豊市の若者を集めＮＰＯ等を設立し、

ガイド付きツアーや、自転車専用マップの配布など、旅行者をおもてなしす

るための「仕組み」づくりを提案したい。 

柳澤委員

代理 

・芸術村の芸術家の方が、島の人にも手伝ってもらって制作したりと、そこに

交流があり、地域との交流が作品にも影響を与えているという点が素晴らし

いと思います。 

・ル・ポール粟島は、国民休暇村くらいの施設の印象ですが、コテージはファ

ミリー、グループ向けにアピールできるかもしれない。 

・ファミリー、グループ向けにアピールできる島での体験メニューなど増える

と良いのではないか。 

・旧海員学校は、資料が多く興味深いが雑然とし過ぎていて良くわからなかっ

た。 

・施設をもう少し整備したら、貸しホールやイベント、勉強合宿などの需要の

可能性もあるかもしれない。 

・ブイブイガーデンの取り組みは面白いが、見るだけでなく、見てお茶したり、

また制作体験とか出来たら良いのではないだろうか。 

・島内の足、アプローチもあまり良くないので、対策が必要。（電動アシスト

自転車のレンタルなど、エコなイメージもあって良いのでは。） 

平尾座長 ・海ホタルの時期に１泊、日帰りのパックツアーを旅行会社に組んでもらい地

元がＰＲするのが良い。 

矢田委員 ・展示室を整備し、展示品の説明を付けるなど見てもらう施設にする。 

・個人向け宿泊料金を安くして、利用しやすい料金設定とする。 

・キャビン利用で合宿等の利用促進を図る。 
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・粟島内を見てもらうための足が必要。レンタサイクルだけではブイブイガー

デンに行くのは無理がある。 

鈴木委員 ・現在も、夏期の海水浴客、釣り客、合宿等の利用が一定の水準であると思わ

れるが、これらの客に対する特色ある食事メニューの提供等のサービス改善

により満足度の向上を図ることに取り組めば、瀬戸内国際芸術祭等の PR 効

果もあり、リピーターを中心に、利用者数を確保・維持することが可能と思

われる。 

・芸術祭との関係では、粟島での芸術鑑賞、昼食を目的とした募集型のクルー

ズ旅行が考えられる。三豊市全体に対する波及効果は少ないが、小豆島や高

松市等を発地として旅行商品を造成することができないか、旅行事業者等に

具体的な相談をしてみることが必要。 

・旧海員学校は、現状での展示だけでは一般個人客には内容が理解できない。

団体対応だけでも、地元の海員ＯＢ等にミニ解説等をお願いできる仕組みが

出来ないか、要検討。 

④荘内半島（紫雲出山山頂公園（遺跡館）・鴨の越） 

・３方向が海に面する紫雲出山の中央にそびえる紫雲出山。山頂

には弥生時代の遺跡群があり、発掘され復元された当時の竪穴

式住居や高床式倉庫、土器や石器が遺跡館に設置されている。 

・春には約 1000本の桜が咲き、桜色一色に染まる。 

・浦島太郎がいじめられていた亀を助けたといわれている浜が鴨

の越。 

・干潮時には、対岸の丸山島に、歩いて渡ることができる。 

ともに「日本の夕陽百選」に選出された。 

 

山田委員 ・久しぶりに回って、意外と時間がかかるなぁという印象。 

紫雲出山山頂公園の桜は見事なようだが、駐車場からちょっと離れている。

リピーターはどう感じるのだろう。 

・山頂まで車で行ければ、もっと喫茶コーナーの利用者が増えるのでは。 

（道路と駐車場の整備が必要） 

・体験ものとしては、親子で土器発掘。本物を掘ってもらうのはたぶん無理な

ので、あらかじめ“レプリカ”をもっともらしく埋めておいて、発見感、達

成感を味わってもらう。 

・荘内半島といえば「浦島太郎」伝説だが、聞いても「ふ～ん」で終わり、ネ

タ的に広がらないし、盛り上がりにくい。まったく若者を惹きつけるコンテ

ンツではない。（たぶんお年寄りにとっても） 

・ご当地グルメ（カキ焼きとか）を食べられるスポットがあれば、市外からで

もわざわざ荘内半島まで行く理由ができる。 
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・ただの刺身定食や田舎風家庭料理では、飽きられるし、素材として弱い。 

・マーガレットが大きな産業になっていることを初めて知った。（除虫菊のイ

メージが大きかった） 

・季節の花を買える場所の案内が欲しい。（できれば生産者直販で、市販価格

より割安であればさらによい） 

小山委員 ・現地に行って「あぁ、きれいだなあ」で終わってしまう感が強い。 

・駐車場から山頂までの坂道が案外厳しい。 

・地元の人はいざ知らず、桜と紫陽花だけで外から人を呼べるか。 

松下委員

代理 

・紫雲出山山頂に上がる県道については、あまり広くないので花見の季節以外

にも恒久的に観光客の増加を見込むならば、道路の改良が必要。 

・山頂の売店については、もう少し食事のメニューとか、お土産について地域

色を入れた工夫が必要。（地元の野菜や果物の販売等） 

・山頂の景色は絶景なので、展望台に双眼鏡を設置してもいいのではないか。 

・東京の高尾山のように、桜や紫陽花の季節以外にも訪れたくなるような、工

夫が必要。ハイキングコースの設置等 

・鴨の越から見る夕陽の美しさについて、感想文を市のＨＰに投稿してもらう。

優秀作品については、市のＨＰに載せたり景品を渡すような工夫をしてみて

はどうか。（「父母ヶ浜」とも連携する） 

・丸山島については、小豆島のエンジェルロードのように、恋人たちが来たく

なるようなネーミングが必要ではないか。 

柳澤委員

代理 

・眺めは素晴らしいが、遠方のお客様にそれだけで来てもらうかというと、難

しい。 

・父母ヶ浜と同様、あくまでも他の目的で来られたお客様に＋αでご案内して、

結果エリアとしての満足度が上がるようなコンテンツだと思います。 

・エンジェルロードの二番煎じという印象もあるので、何か浦島神社と絡めて、

ストーリーがあると良かった。 

平尾座長 ・桜を見るＪＲ・バス利用ツアーを各旅行会社に造成依頼すると良い。 

・紫雲出山単独では旅行商品になりにくいので桜の時期以外は銭型と荘内半島

周遊ツアー造成を観音寺の旅行会社に作ってもらえばよい。 

・頂上のカフェからの景色は素晴らしい。もっと強調したい。 

・荘内半島一周の一部として紹介する場所である。 

・カフェ「花ばたけ」の食事は野菜でも地元の食材であることを強調するなど

特色をだして欲しい。今回のメニューは一般的に思えた。 

矢田委員 ・山頂からの景色・眺望はすばらしいが、景色だけでは難しい。売るための工

夫が必要。 

・山頂駐車場までのバス等交通手段の設定が必要。バスの運行頻度も観光時間
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に合わせて運行させる必要がある。 

鈴木委員 ・トイレ、休憩所、展望台等の施設はすでに整備されており、桜の季節などで

は既に多くの人手があるものと思われるが、通年で一定の集客を確保するた

めには、父母ヶ浜等の周辺のスポットや飲食店等と連携して周遊（ドライブ）

ルートを形成していくことが、まず考えられる。 

・浦島伝説の核となるスポットであり、紫雲出山や浦島太郎のお墓等と周遊コ

ース化することが、まず考えられる（公共交通や貸切バス等による観光は、

ある程度の集客が実現した後に、その次の段階でターゲットにすべきと思わ

れる）。 

・車窓見学だけであったために不明であるが、県道 234号線から砂浜に下りる

ルート、駐車場等の基礎的な施設の整備は不可欠。また、浦島伝説や潮の干

満差等についての解説の掲示、庇やベンチの設置など、始めてくる来訪者の

視点に立った基盤整備が必要。 

⑤仁尾の町並み 

・江戸の頃、「仁尾買いもん」という言葉も使われたほど栄えた

仁尾のまちなみをゆっくり楽しむためのまちあるきが「お徒

歩でいく仁尾なつかし味めぐり」。 

・昔ながらの建物が残る「なかんちょ」地区を歩くコースを含

む。 

 

山田委員 ・まちガイドさんも、協賛店もずいぶん手慣れているようで、参加者は体験す

れば、料金がお得であることを実感すると思う。 

・ただし、ぜひ途中でお茶（コーヒー、紅茶、抹茶etc）を飲める場所がほし

い。できれば旧家屋をカフェにリノベーションしたものがベスト。あれば満

足感がさらに高まると思う。 

・伊藤パンや長兵衛のおばちゃんは愛想も良くていい。（ずいぶん応対してい

るので、すっかり慣れているのかも） 

・将来的には、ガイドさんがいなくても、事前予約していなくても、自分でも

巡れるようになればさらにいい。 

・完全予約制のさるしやの天ぷらを予約なしでも買えるようになれば…… 

・あまり“お土産屋”さん然としたものではなく、仁尾、三豊エリアの特産品

を買えるところがコースの最後あたりにあると参加者にも地元にもいいの

では。（みとよマルシェ出品商品も一堂に集める） 

・わざわざ新しく作るのはたいへんなので、既存の商店の一部にコーナーを設

けてもらう。（委託販売） 

小山委員 ・巡回コース案内を土日だけでなく平日も受付・実施する等頻繁に行う。 

・魅力あるスポット、気になるスポットを点在させる。 
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松下委員

代理 

・時間の無い旅行者にも対応するため、約３時間のコース以外にも、短い時間

でも回れるコースも作成し、選択の幅を広げてみてはどうか。 

・大分県の豆多町のように地域通貨を発行や、仁尾の資料館の開設や、レトロ

風のバスの運航を行うなど、仁尾の特色を出した取り組みが必要。 

・重要伝統的建造物群保存地区への指定を目指す。 

柳澤委員

代理 

・創造していたよりも風情のある建物は多く、ガイドの案内も興味深かった。 

・しかし、実際に中に入れたり、利用できるものは少ないので、もしフリーで

訪れた場合は、満足度は低いのでは、とも思われる。もう少し活用されてい

る施設が多くならないと、せっかく訪れても満足度の低い観光地となってし

まうのではないか。 

・また、空き家になっているところが多く、保全が重要な課題。売却され更地

になっているところも多く、これ以上古い建物が減ると、普通の街になって

しまうのではないか。 

平尾座長 ・今回３度目の歩き体験だったが２年で説明の仕方も上達している。 

・通常ある途中での食事体験がやはり良いものであると実感する。 

・さらなる町歩きのブラッシュアップのためには若い女性のモニターツアーを

３回ほど実施して意見を聞くことが望まれます。 

矢田委員 ・味めぐり町歩きはよかった。 

・町歩きの出発時間に合わせたアクセスの整備が必要。 

鈴木委員 ・建築物の保存の程度や珍しさそのものが観光目的となることは難しくとも、

ガイド解説により参加者は十分に楽しむことができるため、一定の集客を実

現出来るポテンシャルがある。 

・ガイド解説付きの街歩き観光は、全国各地で観光町おこし活動として 

行われているが、説明をするボランティアガイドやツアーの風景を見 

る地元住民にとっても観光振興への理解が深まるとともに、特別な名 

勝等に恵まれていない地域でも工夫次第で来訪者の満足を得ること 

も可能。 

・一方で、このツアーの拡充を図っていくためには、ガイドの増員やツアー協

力施設の増大が重要であるが、これは単に行政が依頼するだけではなく、む

しろ「お客さんが（意外に）結構来ている」「楽しそうにしている」と地元

で評判になることが近道であると考えられるため、このような目的地を探し

ている団体等（研修旅行に併せて文化的なエクスカーションを探している企

業、近場の旅行目的地を探しているコミュニティ団体・OB団体等）への営業

活動を行うことで着実にお客を増やしていくことも必要。 
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（３）三豊市の豊かな観光素材を産業に結びつけるためのアドバイス 

山田委員 ・観光スポットもグルメもまだまだブラッシュアップする余地も多いと思う。 

・価値を実感してもらうには、演出、物語が必要。それがあれば、三豊から

の直接発信に加えて、口コミやSNSでもどんどん勝手（知ったかぶりして）

に情報発信してもらえる。 

・住民に積極的に参加してもらうため、まず、成功体験（楽しい! 面白い! 

できるんだ!）をしてもらう。 

（みとよマルシェはその一例かも） 

・「みとよ観光ガイドブック」作成にあたり、地元飲食店に協力金を負担して

もらうことも、地域振興、観光振興を“自分事”だと感じてもらうために

も意味がある。いいと思う。 

※もし「みとよ観光ガイドブック」を各戸配布していないのなら、ぜひ各

戸配布を。 

・今もすでに観光ＰＲツールは各所へ積極的に配布もされているようだが、

もっと進めて、“三豊ガール”を編成し、春夏、秋冬の２回くらいは、各メ

ディアなどへ“プチ観光キャラバン隊”として訪問、ＰＲする。 

・もちろん、新しいＰＲツールやイベント実施の際には、メールやFAXでも都

度、案内する。 

・「ふれあいパークみの」の部屋の清掃、修繕は早急に。（建具の歪み、洗面

所にお湯が出ない…）寝るとき寒いと感じたのは、私だけでしょうか…。 

・館内すべて素足歩行というのも、ちょっと不衛生なイメージ。スリッパも

ない理由が不明。もしかして常連客は持参するのか……。 

・粗野でない普通の若い女性は、きっとびっくりするはず。 

・いろいろな素材、要素について、もっと深堀りすることで、気づかなかっ

たこと、“物語”を見つけられると思います。 

・そうすれば、三豊の“ブランディング”の方法が見えてくるような気がし

ます。 

・さぬき市のお土産「大結願」の戦略

はなかなか巧妙で、うまかったと思

います。尻切れ感はあるものの、ス

タートダッシュの勢いはすごかっ

た。 

（写真は「大結願」／日経ビジネス

オンラインで開発途中から逐一、レ

ポートされた。もしかしたらタイアップ手法？） 
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松下委員

代理 

・実際に現地視察に参加させていただき、映像で見たより実際に見た方が満

足度は高いように感じられた。 

・特に観光地個々のハードのクオリティは、他の観光地と比べても見劣りの

しないものが多い。ただし、ソフト面では改良の余地は多いものと思われ

る。 

・具体的には「父母ヶ浜」や「粟島」にしても素材は素晴らしいが、一杯お

茶を飲むところや、お土産を買うところも少ない。 

・地元食材を使ったメニューの開発や、「張子虎」や「ブイブイ人形」のアク

セサリーやペンダントなどの、お土産の開発を検討してみてはどうか。 

・宿泊施設が少ないので、まずは岡山や京阪神をターゲットにした日帰りの

バスツアー等に特化した商品づくり。（グルメ、体験、お土産） 

柳澤委員

代理 

・ミシュランではないが、「それのために旅行する価値がある」「遠回りを

してでも訪れる価値がある」「その分野で特に良い」というような基準で、

それぞれの観光素材がどれに対応するかを検討し、それぞれに合わせたブラ

ッシュアップや、利用の促進方の検討をしていくことが大事だと思われま

す。 

・（メリハリをつけた整備、ＰＲ活動） 

平尾座長 ・土産品を増やす。 

・三豊でお金を使ってもらうため、三豊の名前の入った商品が必要である。 

・菓子、漬物、お茶漬けの素など食品メーカーではラベルだけ特別に印刷し

てくれる商法をとっているので活用したい。またオリジナル商品としては、

太陽の灯のカンテラなど 

・仁尾のイメージに沿った商品開発を広く市民に呼びかけることはすべきだ

ろう。（アイデアを公募し市長表彰する） 

矢田委員 ・それぞれの観光素材が、点として存在している。線・面でつなげるために

観光用循環バス（ガイド付）を設定する。 

・コミュニティバスでは、観光後に次に移動するためのバスがすぐに無い。 

鈴木委員 ・観光関連産業としては、食、物販、宿泊が代表的であるが、いずれにして

も現段階では、主な顧客を観光客とする店舗の営業は困難であると考えら

れるため、まずは、既存の地元住民が主に利用されている施設で、観光客

にも喜ばれるサービスを追加していただくことが、もっとも現実的である

と考えられる。 

・他地域でもよく使われる方法としては、繰り返しになるが、地域に関係す

る共通テーマ・共通ルールを設定し、複数の協力店舗が、そのルールの中

で工夫しながらメニューを考え客に提供するという方法がある。ランチメ

ニューで具体的に例示すると、①三豊市産の海産物を作った丼がメイン、
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②副菜を一品つける、③浦島伝説を踏まえて、副菜の皿は亀の形のものを

使用（何らかの形で浦島伝説の説明も行う）、④デザートに三豊市産の袋み

かんをつける、⑤値段は１０００円程度とする、⑥メニューは３ヶ月ごと

に見直す、といったようなルールを協力店舗で相談・考案し、このルール

に沿って各店舗が具体的なメニューを考え、お客に提供する。なお、この

ようなサービスを開始したからといってすぐに客が増える訳ではなく、放

置すれば店舗側に不満が生じ立ち消えとなることが多いため、行政として

も、共同ＰＲの支援のほか、関係者が出来るだけ協力店舗で食事を行うと

いった営業協力を行うことも必要。 

 

（４）住民主導の観光産業の醸成へ向けたアドバイス 

小山委員 ・商店街振興における「イベント」の実施は、特徴ある催し物に惹かれてア

ップした集客力を売上につなげるものとして、かつては重要であったが、

あちこちでよく似たイベントが行われるようになって、相対的に魅力が低

下し売上げにはつながらないものと化してきている。 

・「イベント会場」という大きな点を一個つくるより、「個々の商店の奥まで

客を引き込む～そのための魅力や仕組み」を作ることにより、小さな点を

複数作り～面への展開につなげていく。 

・観光振興にも共通点があるように思われる。 

松下委員

代理 

・宇和島市の観光資源となっている段畑を守っている、「守ろう会」の人に聞

いた話ですが、まずは時間のある会社をリタイアした人達が中心となって

行動し、その後は段畑のバレイショを使った焼酎の開発などを行い、経済

的な自立を図っている。 

・三豊市においても、塩田邸で入館料を取るなどして、経済的に自立が図れ

るような観光産業の醸成が必要と思われる。 

・三豊市の観光地に行きたくなるようなセールスポイントが少ないように思

われる。「こういう物が食べられる」、「こんな体験が出来る」、「こういうお

土産が買える」とかの特色を持った商品開発が必要。 

・四国中央市新宮の「霧の森大福」のような、わざわざ買いに行きたくなる

ようなインパクトのある商品の開発 

・また、官民連携で行っている四万十町の海洋堂ホビー館のような特色の持

った資料館の誘致。 

柳澤委員

代理 

・現在営んでいる商売やサービス、日々の生活の延長で、外の人達にアピー

ルできることは無いか、という意識を持ってもらうことが大事ではないか？ 

 （店舗や家の改装をするなら三豊らしい雰囲気のものに、とか、日々の食

事で食べているものや、日々の生活習慣で地域オリジナルのものは無い
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か、とか、地域で受け継がれる伝承を整備する、等々） 

平尾座長 ・塩田邸リニューアルにはすでに民間が動いているとのことで頼もしい。よ

り多くの市民および全国に出資を求めるのが良いと思います。 

矢田委員 ・中心となる人が、リーダーシップを発揮して、継続的に取り組んでいくこ

とが不可欠です。 

鈴木委員 ・観光に携わる住民自身が「楽しい」と感じられることが重要であり、産業

の面では「工夫すればお客に喜ばれる、お客も増える」という成功体験の

繰り返しがその成長に必要で、そのためにも、まずは「お客がいる」とい

うことが重要。一方で、起上げ期には観光客はいないのが通例で、「客がい

ないから始めても続かない」「続かないから客が来ない」という悪循環をど

う抜け出すかが重要。 

・このような視点からも、現段階でも営業次第ではある程度の需要が見込め

る「仁尾なつかし味めぐり」の充実からスタートすることがもっとも近道

ではないかと思われる。 

・また、あくまで観光サービスは民間が提供するとしても、起上げ期には行

政からの提案が契機となるケースも少なくないと思われ、行政のフォロー

はやはり必要。行政側としても、ＨＰやポスター等を通じた広報、観光案

内板や公衆トイレ等の基盤整備のほか、頑張って協力していただいている

住民に、どれだけ「送客」しつづけることができるか、も重要なポイント

になると思われる（観光振興に協力する住民の立場からすれば、客が居な

ければ「市に協力して○○をやっても全然意味がなかった」ということに

なりがち。逆に、お客に喜ばれ感謝されれば「楽しかった。次はもっと○

○を頑張ろう」ということになっていくものと思われる。）。 

・起上げ・育成期においては、上記の通り、お客は来ないのが通例であり、

ある程度の評判を呼び、マスメディアにもしばしば取り上げられ、一般の

認知度が上がるまでの間は、他の一般の商業活動と同様に、一歩踏み込ん

だ「営業活動」が必要。「仁尾なつかし味めぐり」という商品を、誰であれ

ば「買ってくれそうか」を具体的に考え、「買ってくれそうな」顧客に、営

業活動を積み重ねるという発想も必要。 

 

（５）三豊市の交流人口拡大、誘客増に向けてのアドバイス 

小山委員 ・ミニ・トライアスロン、プチ・トライアスロンの実施 

松下委員

代理 

・ＪＲ、高速道路と三豊市の交通事情は比較的に良いものと思われる。四国

の残りの３県及び中国・京阪神の一部も日帰りの圏内に入っており、情報

発信をうまくすれば交流人口の拡大及び、誘客増は図れるものと思われる。 

・ＪＲの駅、高速のＳＡ、高速バスの車内・待合所、空港等に「みとよ観光
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ガイドブック」等を置いてもらえるような取り組みが必要。 

・対岸の広島県 鞆の浦と連携した観光商品の開発。 

※）社会資本総合交付金（広域連携事業）：地域の活性化に必要な基盤整備と

ソフト事業を効率的に実施する事業に対して交付。 

※）官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業：地方公共団

体が行う社会基盤整備について、民間の意志決定のタイミングに合わせ、

機を逸することなく、構想段階から事業実施段階への円滑かつ速やかな移

行を推進するための調査経費を支援。 

柳澤委員

代理 

・「三豊らしさ」というものを常に意識した中で、まずは町内の人が集まる仕

掛け、次は市内、県内、四国内、近畿圏から、というように、身近なとこ

ろからの集客が出来るような仕組みを作っていくなかで、徐々に範囲を広

げていく取り組みを続けていくことが重要ではないかと思います。 

平尾座長 ・琴平との連携 

３つ程度の半日モデルコースのチラシを作成し、大宿泊地の琴平町観光協

会との連携ﾌﾟﾚｰで、琴平からの日帰り観光地として売り出すのが手っ取り

早い。琴平としてもマンネリ打破になり、三豊は琴平は販売力を活用でき

る。 

・三豊の案内冊子の流通促進はコマチ誌の折り込み方式が良い 

・地元の旅行会社、四国、全国の旅行会社、バス会社をもっと活用して下さ

い。 

・女性の感性、実行力活用のためＩターンの活用を提案します。 

当面は緊急雇用制度の活用で２名程度の女性を市役所に雇い、商品開発と

販売促進にあたってもらうことを提案します。 

元旅行会社の社員などを採用されると良いでしょう。うまくすると三豊に

定住してくれます。 

・観光促進には短期で交代する人でなく専門の職員が必要です。 

矢田委員 ・三豊市ならでの特産品を、観光客にとって適切な価格で商品化すること。 

・個人客を狙うか、団体客を狙うか等といったターゲットの絞込みを行い、

個人客をターゲットとする場合、予約不要で見学や体験が可能な施設を、

分かりやすくＰＲすることが大切と考えます。 

鈴木委員 ・評判が評判を生み、交流が交流を生む、という良い循環を実現するために

は、供給側、需要側の双方に対する取組をバランスよく講じることが必要。 

・起上げ期においては、受入れ体制を育てるという視点が重要で、実際のサ

ービス提供主体は民間であっても、彼らが継続していけるようにするため

のサポートを行政が実行し続けることが必要。 

・また、「千里の道も一歩から」であり、各スポットのインフラの改善、既存
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観光関係事業者（ビジネスホテルや民宿等も含めて）のサービス改善を一

つ一つ丁寧に行っていくことも必要であり、行政はサポートの一方で、改

善を提案し続けることも必要。 

・イベントに注力する自治体もあるが、観光客がお金を落とす場所がない（観

光客向けの商業サービスが確立できていない）ような状況では、イベント

による大規模集客は、ほとんど経済的な意味はなく、受入れ体制に見合っ

た小規模なイベントを高頻度で行う方が、地域にとっての経済的なメリッ

トは大きい。ただし、日常とは違う面白いイベントが開催されることによ

り、他地域での認知度を上げ、また、地元民間のやる気を醸成・維持する

ことができるという意義もある。このため、イベントについては、その効

果や意義と、これに充てる予算や労力とのバランスを比較考慮しながら実

施することが適切。 

・合併市であるため、各地域平等に観光施策を実施することが求められると

思われるが、観光振興に努力して一定の成果を上げている地域・団体と、

受動的な地域・団体は、明確に区別して取り扱うべき。 

・観光客用の大規模宿泊施設の建設を目的として、大きな資本力を持つ観光

開発業者の誘致に取り組もうという意見もあると思われるが、相当の観光

客がいない場所には業者側も魅力をあまり感じないと思われること、地元

食材の納入や雇用創出等の一定の成果はあるが、大手資本は来訪者を囲い

込んでしまい地域への波及効果が限定的となる場合もあること等も考慮す

ると、過度な期待は持たない方が良いと思われる。 
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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：平成 25年 3月 13日（水） 

開催日時：13時 30分～15時 30分 

開催場所：三豊市役所仁尾庁舎会議室 

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三豊市関係者の意見を踏

まえ、「観光まちづくりアドバイザリー会議による三豊市への提案」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 三豊市の豊かな観光地域資源を産業に結びつけるために 

   

委員からのアドバイス 

・価値を実感してもらうには、演出、物語が必要。 

・住民に積極的に参加してもらうため、まず、成功体験（楽しい!面白い!できるんだ!）

をしてもらう。（みとよマルシェはその一例かも） 

・いろいろな素材、要素について、もっと深堀りすることで、気づかなかったこと、“物

語”を見つけられる。 

・地元食材を使ったメニューの開発や、「張子虎」や「ブイブイ人形」のアクセサリー

やペンダントなどの、お土産の開発を検討してみてはどうか。 

・ミシュランではないが、「それのために旅行する価値がある」「遠回りをしてでも訪

れる価値がある」「その分野で特に良い」というような基準で、それぞれの観光素材

がどれに対応するかを検討し、それぞれに合わせたブラッシュアップや、利用の促進

方の検討をしていくことが大事だと思われます。（メリハリをつけた整備、ＰＲ活動） 

・三豊でお金を使ってもらうため、三豊の名前の入った商品が必要である。 

・菓子、漬物、お茶漬けの素など食品メーカーではラベルだけ特別に印刷してくれる商

法をとっているので活用したい。またオリジナル商品としては、太陽の灯のカンテラ

など。 

・仁尾のイメージに沿った商品開発を広く市民に呼びかけることはすべきだろう。（ア

イデアを公募し市長表彰する） 

・それぞれの観光素材が、点として存在している。線・面でつなげるために観光用循環

バス（ガイド付）を設定する。 

・コミュニティバスでは、観光後に次に移動するためのバスがすぐに無い。 

・まずは、既存の地元住民が主に利用されている施設で、観光客にも喜ばれるサービス

を追加していただくことが、もっとも現実的である。 

・地域に関係する共通テーマ・共通ルールを設定し、複数の協力店舗が、そのルールの

中で工夫しながらメニューを考え客に提供するのはどうか。ランチメニューで具体的

に例示すると、①三豊市産の海産物を作った丼がメイン、②副菜を一品つける、③浦

島伝説を踏まえて、副菜の皿は亀の形のものを使用（何らかの形で浦島伝説の説明も

行う）、④デザートに三豊市産の袋みかんをつける、⑤値段は１０００円程度とする、

⑥メニューは３ヶ月ごとに見直す、といったようなルールを協力店舗で相談・考案し、

このルールに沿って各店舗が具体的なメニューを考え、お客に提供する。 
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（１）観光地のコンセプト・ターゲット 

 

 三豊市は、海・里・山、これらの自然が作り出した景観や町並み、その場所固有の歴

史、生活文化、食など、多様な観光地域資源に恵まれている。今回の調査事業のアドバ

イスエリアである仁尾・詫間（荘内半島・粟島）地域は、三豊市の中でも観光地域資源

の多い場所である。しかしながら現状では、これらの観光地域資源が「見る」だけに終

わっていて、地域の中で「遊ぶ」「学ぶ」といった体験型の仕掛けや、食事ができる場

所や地域の特産品を買える場所が少なかったり、買いたいと思うものがなかったりと、

地域での観光消費額は少なく、観光が産業となっていない。 

 観光を産業にしていくには、 

 ①コンセプトを決定、ターゲットを絞る 

 ②既存の観光資源（地域資源）の磨き直し・提供方法の検討 

 ③磨き直した観光資源（地域資源）のストーリー化・ネットワーク化 

 ④点から線、面（ゾーン）の形成 

 ⑤ターゲットに向けた情報発信 

 に取り組むことが必要である。 

 

【事例】「最後の清流」「仁淀ブルー」「東洋のマチュピチュ」 

観光ニーズの多様化、個人も旅行経験が豊富になっている今、その場所で経験できる

「旅のコンセプト」が明確になっていない、来訪者のターゲットが絞れていない場所に

は人は来ない。逆に、コンセプトが明確になると人は動く。 

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））（写真左：Wikipedia京浜にけ） 

同じく NHK では 2012 年放送の「NHK スペシャル 仁淀川 青の神秘」で、高知県仁淀川

でしか見られない透き通った独特の青を「仁淀ブルー」として紹介している。（写真中：NHK） 

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。（写真右：（社）新居浜市観光協会） 

このように、その地域で提供される旅のテーマが、短い説明で伝わることは、とても大

事である。 
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 コンセプトの次はターゲットを明確にすることである。様々な観光地、あるいは観光

地にこれからなろうとしている場所では「宿泊観光地を目指したい」という言葉をよく

聞くが、いきなり宿泊観光地を目指すことは難しい。まずは、日帰り観光の中で、観光

客の滞在時間の延長や、エリア内での観光消費額を増やす仕掛けをしていくことが先決

である。滞在したいと思うプログラムが複数あれば、その延長線上に「宿泊観光」が見

えてくる。 

 上記の理由から、仁尾・詫間エリアの集客ターゲットの発地は下記の順が適当と考え

られる。 

①高松市周辺 

②香川県・岡山県（一部広島県備後エリア） 

③関西圏 

仁尾

粟島
高松
エリア

香川県
全域

岡山県岡山市
福山市（備後）

鞆

 

 

第１ターゲットは、車で約１時間で仁尾に来ることができる約 60 万人の人口集積の

ある高松市周辺。日帰り観光が主であるが、イベントや季節に応じて度々来訪してくれ

るリピーターになりやすい。 

第２ターゲットは、香川県全域と瀬戸大橋の対岸の岡山県（岡山市中心）、海上交通

を使って 1.5 時間で行き来でき、「瀬戸内クルージングサミット」でネットワークを組

んでいる広島県福山市（備後）エリア。関西圏は第３ターゲットである。 
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【参考】四国経済産業局「四国の観光サービス」資料 

 

 

 

 



34 

 

（２）観光資源を磨きなおす・テーマストーリーをつくる 

 

①塩田邸 

３－２（１）参照 

 

②父母ヶ浜・・・夕陽と砂浜を活用し「夕陽の指定席」づくり 

四国で「日本の夕日百選」に選定されている７ヶ所のうち、２ヶ

所（仁尾町（仁尾海岸緑地・父母ケ浜）・詫間町（紫雲出山山頂展望

台、鴨ノ越））が三豊市であるが、夕日の美しい場所としての認知度

は低い。  

来訪者に「キレイ」の印象だけでなく、さらに深い印象を持って

もらえる取り組みが必要である。例えば、砂浜を美術館ととらえる

発想で人々を魅了している高知県黒潮町の「砂浜美術館」や夕日に

徹底的にこだわった双海町の例は参考になる。また、「曽保みかんジュース」や「びわ

ジュース」を提供できるカフェを併設することにより、三豊市の「夕陽の指定席」とし

て恒常的に訪れてもらう場をつくることで経済効果も期待できる。 

【事例】砂浜美術館（高知県黒潮町） 

 「私たちの町には美術館がありません。美しい砂浜

が美術館です。」をコンセプトに、1989年から毎年Ｔシ

ャツアート展や潮風のキルト展などのイベントを開

催。運営はＮＰＯ法人 NPO 砂浜美術館。Ｔシャツは絵

や写真などをプリントしたオリジナルの作品で全国か

ら応募が寄せられる。砂浜が美術館だとすると、「美し

い松原」「砂浜を裸足で走り、貝を探す子どもたち」「漂流物」「波と風が砂浜にデザインす

る「模様」」・・・全てが作品となる考え方に人の共感をよんでいる。（写真：砂浜美術館 HP） 

   

【事例】沈む夕日が立ちどまる町（愛媛県伊予市双海町） 

 昭和 61 年当時、「夕日でまちおこしが出来るはず

がない」という時代に、ＪＲ下灘駅でプラットフォ

ームコンサートを開催したところ 1,000 人を超す聴

衆がつめかけた。このコンサートを何年か継続して

いるうちに夕日のきれいなまちというイメージが定

着し、「ふたみシーサイド公園」が完成した。国道 378号線には「夕

やけ子やけライン」という通称を付け、公園内の「道の駅ふたみ」

には、夕日をテーマとした日本初のミュージアム、海と夕日を眺

めながら食事ができるレストラン「夕浜館」、「夕日の観覧席」（写
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真中）と名付けられた階段式護岸が整備されている。人工海浜の中

央部には、約 40ｍの突堤の「恋人岬」があり、岬の先端にある高

さ４ｍのオブジェ（写真上）は、春分の日・秋分の日に設置位置か

ら穴を見ると夕日がきれいに重なる。恋人岬の付け根部分には「願

い石」（写真下）が設置されており、この石に彫られたふたつの手

形に二人で手を押し当てて夕日に向かって祈ると、願いが叶うとい

われ、「恋人の聖地」（平成 20 年選定）としてのプロジェクトも進んでいる。（写真：ふたみシーサイ

ド公園 HP） 

 

③粟島・・・「海に生きた人々・海で活きた島」を見せる・体験する 

 歴史や文化的価値がある品々は、単に置いて

あるだけでは感動や価値が伝わらないため、そ

れを伝える人（ガイド）の存在が非常に重要で

ある。また、瀬戸内海を船で航行できる地図情

報やＩＴを活用した操船シミュレーターで「現

代の塩飽水軍」になりきれる体験型プログラム

を追求する方向性もある。（写真：（株）日本海洋科学 HP） 

 

 

 

 

 

④荘内半島・・・浦島太郎伝説の観光活用への可能性 

浦島太郎伝説は、全国津々浦々に 20 以上あるが、

荘内半島の浦島太郎伝説は有名なもののひとつであ

る。地名に残された浦島太郎の足跡や、実際に存在す

る浦島太郎親子の墓など、リアリティを感じさせるも

のの多さが、荘内半島の浦島太郎伝説の特徴である。

ただし、全国的には浦島太郎伝説を本格的に活用した

旅行商品の事例は少なく、関心のある個人客の来訪が

主となっており、おとぎ話の観光への活用の難しさを示している。浦島太郎伝説を伝え

る案内板の整備や、携帯電話等機能の活用（QR コード）など、浦島太郎伝説の聖地と

しての仕掛けづくりは必要と思われるが、この点においても、現在の若者は果たして浦

島太郎伝説を知っているのか、ということも考慮に入れたうえでの仕掛けとしたい。（写

真：JR九州観光特急「海幸山幸」車内での海幸彦山幸彦伝説の紙芝居） 
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⑤荘内半島・・・花をテーマに 

三豊市はマーガレットの生産量・出荷量とも

に全国一で全国シェアの約 60％を誇る。フラワ

ーパーク浦島では、季節に応じてキンセンカ・

ポピー・ひまわり・コスモスなどの花を見るこ

とができ、「花摘み体験」（無料）や小学生を対

象にした「苗の植付け体験」、「花和紙体験」が

行われているが、どれも年１回程度のイベント

であり、一過性のものとなっている。また、三

豊市ＨＰに紫雲出山の情報と合わせた「荘内半島お花マップ」が掲載されているが、さ

らに、このマップに体験メニューの内容やイベント案内等を記載するなど、”行ってみ

たい””行こう”という行動を誘う工夫が必要である。 

 

【事例】平磯花畑の花摘み情報（千葉県南房総市） 

花生産者が集い、遊休農地解消に向けた取り組みを

実践している。路地花観賞と有料で花摘みをすること

ができる。（写真：南房総市 HP） 

期間：平成 24年 12月中旬～平成 25年 1月下旬 

受付時間：9時～15時 

◆花摘メニュー 

花種 1本あたり値段 

ストック（分枝系） 30～50円 

ストック（一本立） 80～100円 

キンギョソウ（ハウス） 80～100円 

キンセンカ・なでしこ 30～40円 

ベニジューム・矢車草 30円 

ポピー   20円 

  

   

【事例】世羅高原農場（広島県世羅高原） 

世羅町内の花農園がそれぞれの農園を運営しており、四季を通じて花・果物にちなんだ

イベントが行われている。入園料 700円。（写真：世羅高原 HP） 

◆花つみ（1本 100円）：お気に入りのチューリップを球根ごと持ち帰ることができる。 

◆押し花ストラップづくり（400～600円 所要時間約 15分）：自分の好きな押し花を使っ

て、ストラップを作ることができる。 

◆チューリップの球根掘り取り（袋つめ放題 500 円）：チューリップ祭最終日に行う。チ
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ューリップ祭り後の花・球根を活用している。 

     

   

【事例】風のガーデン（北海道）  

富良野の季節を感じ、風に揺れながら

咲き誇るテレビドラマの舞台にもなっ

た「風のガーデン」。 ２年の歳月をかけ

て植栽された２万株の花々が、季節ごと

に美しい光景を演出している。庭の一角

にはグリーンハウスが建ち、ドラマ撮影

時そのままのロケーションが残され多

くの観光客が訪れている。（写真：風のガーデン HP） 

 

⑥仁尾の町並み・・・「テーマ」を統一する、「ストーリー」を作る 

既存の地域資源を新たに磨き直して、「テーマ」を統一する、「ストーリー」を作るこ

とによって、それまで寂れていたり、観光地でなかったまちに人が訪れるようになった

事例として、滋賀県長浜の黒壁スクエアや大分県豊後高田市の昭和の町などがある。 

 

【事例】黒壁スクエア（滋賀県長浜市） 

明治時代に第百三十銀行長浜支店として建築され、その外壁が黒

漆喰の様相から『黒壁銀行』『大手の黒壁』の愛称で親しまれていた

建物を、その保存と中心市街地の活性化の拠点としての活用を目的

に、民間企業より８名の有志が集い、長浜市の支援を受け出資総額

１億３千万円で、昭和 63年４月、第３セクター株式会社を設立。  

 当時、国内大手ガラスメーカーを除いては、多くが、個人作家活

動の域もしくは土産物の域を出ていなかった『ガラス』に着目、黒

壁は本物のガラス文化の追及と事業化による国内初のガラスの本場

の創成を目指した。（年間来訪者：210万人（平成 14年度）） 
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⑦仁尾の町並み・・・屋号をアートとして活用し、周遊する仕掛けを作る 

仁尾の町では、住民が互いに屋号で呼び合うなど、屋号が生活の中に残っている。（今

の時代、屋号が残っていることも珍しい）「北海屋」「松前屋」は、北海道出身とか、北

海道産の塩干物を商っていたとか、「阿波屋」であれば徳島県出身で、藍に関する商売

をしていたなど、屋号は、その家の成り立ち（どういうルーツなのか、あるいはどうい

う生業を持っていたのかなど）がわかる。この屋号をアートとして活用して、まちをめ

ぐる仕掛けを考えても面白い。（屋号を図案化（アート）する時は、瀬戸内国際芸術祭

で粟島のアートを担当する日比野克彦氏に協力してもらい、ワークショップ形式で取り

組んでも面白い） 

 

【事例】屋号プロジェクト（YAGOマップ）（香川県直島町） 

2000 年策定の『直島町まちづくり景観整備計画』の基づき、昔から生活に結び付いてき

た、【屋号】を取り上げることになった。2001年からのワークショップでは、デザイン、材

質、大きさ、色、設置する位置を住民と行政で競技を重ね、2002 年に試作をしてスタート

した。 

  
 

   

 

【事例】昭和の町（大分県豊後高田市） 

豊後高田市中心部の商店街は、昭和 40年代までは国

東半島で最も栄えた商店街であったが、その後、大型

店の郊外への出店や過疎化のために衰退していた。 

「昭和の町」は、この商店街に賑わいを取り戻すため

に 2001 年（平成 13 年）に始められた町おこしで、衰

退のために建て替えが進まず、昭和 30年代以前の古い

建物が約 7割も残っていることを逆手にとって、中心商店街に昭和 30年代の町並みを再現

したものである。2001年に、９店の商店が昭和 30年代をイメージした外観に戻したことか

ら始まり、2006 年には同じ試みをする商店が 38 店に広がりを見せ、年間 27 万人の観光客

が訪れるまでになった。 
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【事例】のれんの町（岡山県勝山市） 

勝山の保存地区には、90 軒もの家の軒先に意匠を凝らした色とりどりの「のれん」が掛

かっている。染織家の加納容子さんが、自分の店用に染めたのれんを見て、町民の１人か

ら「うちにも」という声がかかったのがはじまりで、1996 年「かつやま町並み保存事業を

応援する会」が発足し、町にのれんを掛ける住民参加の活動が始まった。 

毎朝、のれんを出し入れすることで、町に住む住民のコミュニケーションが良くなり、

自分たちの町をつくっていくという町づくりの参加意欲も生まれてきた。行政との交渉ご

とは会が中心となり、活動の幅も、空き家になった町屋を直して無料休憩所を設置したり、

各家庭に古くから伝わるお雛様や手作りのお雛様を展示するひな祭りを企画したりするな

ど広がった。かつての醤油蔵を改装した「勝山文化往来館ひしお」のオープンをきっかけ

に「町並み保存事業を応援する会」では、この施設の運営を担う「NPO勝山・町並み委員会」

を発足させた。 （出典：ユニバーサルデザイン.jp） 

 

  
 

 

⑧食（郷土料理）の活用・お土産品づくり 

 食は地域の印象を決め、来訪動機にもつながる重要な資源である。地元では当たり前

の食材・郷土料理であっても、それにこだわり、調理法や食べ方の一工夫の提案で新た

な観光資源として十分活用できる。茶粥（碁石茶を使ったおかゆ）、さつまなどの郷土

料理、今や家庭の定番 NO1のカレーも、三豊市の「三豊ナス」などの野菜を活かした「三

豊やさい夏カレー」、桃や枇杷などのフルーツを使った「三豊フルーツカレー」を提供

することによって、旅の満足度を上げられる。 

【事例】島キッチン（香川県土庄町豊島） 

瀬戸内国際芸術祭 2010の際、空家を『食とアート』でたく

さんの人々をつなぐ出会いの場として、建築家・安部良がリ

ニューアルした「島キッチン」。東京丸ノ内ホテルのシェフの

アドバイスのもと、地元のお母さん達が豊島の豊かな食材を

つかい独創的なメニューで来客をもてなす。（写真：食べログ投稿） 
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【事例】アル・ケッチャーノ（山形県鶴岡市） 

山形県庄内の食材にこだわり続けるアル・ケッチャーノの奥田

政行シェフは開店以来、庄内に暮らす生産者のもとを訪ね歩き、

食材の持ち味を最大限にひきたてる料理にして店で提供し続けて

いる。 

10,000円のコース ワラサと月の雫の塩／庄内浜のお魚の冷たい

料理／水の山 鳥海山の川魚を使った冷製料理／季節の庄内の味

のカリスマ／同じ色の食材を使った料理／ほっとする在来野菜料

理／ハっとする現代野菜料理／新しいタイプの庄内浜の料理／ち

ょっとした庄内豚料理／味覚が逆方向の味の庄内牛料理／シェフの手打ちパスタ料理／丸

山さんの羊料理／シェフが好きな国産チーズを使った料理／イタリアンジェラート／ワゴ

ンサービスのイタリアンドルチェたち／イタリアの小菓子（写真：アル・ケッチャーノ HP） 

   

【事例】ご当地丼（地域の複数店で提供している代表例） 

①ひしお丼（香川県小豆島町） 

醤（ひしお）の伝統を広めるために誕生した「ひしお丼」は、醤

油やもろみ、魚介や野菜など地の素材を使用した丼で、お店ごと

に材料も調理法も異なります。27店舗が提供中。(写真：オリーブ探検隊 HP) 

②南阿波右上がり丼（徳島県南地域） 

統一規格の「南阿波右上がり丼」は県南の食材として阿波尾鶏と

アオリイカをメインに、ご飯の中にはイカのゲソが敷き詰められ

ている。27店舗が提供中。各店創作の「南阿波丼」もある。(写真：

観光情報瀬戸マーレ HP) 

③あなん丼（徳島県阿南市） 

日本有数の漁獲高をほこる阿南市の鱧を使った丼。食材は同じ鱧

でも、天ぷら、カツ、唐揚げ、蒲焼きなどいろいろな調理方法で

各店独自の「あなん丼」が誕生しました。13店舗が提供中。(写真：

阿南商工会議所) 

④今治焼豚玉子飯（愛媛県今治市） 

米飯の上に薄く切った煮豚をかぶせ、さらに半熟の目玉焼きをの

せ焼豚のタレで味付けした丼物料理。元々は約 40 年前にあった

食堂のまかない料理を市民有志が今治発の B級ご当地グルメとし

てＰＲを始めた。22店舗が提供中。(写真：愛媛県 HP) 

⑤安芸「釜あげちりめん丼」（高知県安芸市） 

安芸市の特産品のひとつでもある「ちりめんじゃこ」を使用した

ご当地丼です。炊きたてのご飯に釜あげちりめんをのせ、海苔、
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大根おろし、ゴマなどの薬味を加え、柚の酢をたっぷり使った特

製タレをかけて食べます。14店舗が提供中。(写真：安芸市観光協会 HP) 

⑥室戸キンメ丼（高知県室戸市） 

室戸市は「キンメダイ」の漁獲量が西日本一。この室戸沖でとれ

たキンメダイの照り焼きと旬の刺身を盛りつけた丼です。キンメ

ダイのお吸い物やダシもつき、茶漬け風にしても美味しい。10店

舗が提供中。 (写真：オリエントホテル高知 HP) 

 

 

 

   

【事例】上勝百貨店（徳島県上勝町） 

ひと工夫するという「付加」をつけて地域のものを販売

する。地元の野菜や豆、調味料など、ごくごく普通の生活

に必要な食料品を、ゴミの削減を目的とした「量り売り」

で提供している。これが、外部からくる若い人にとっては、

「新しい」「面白い」と映る。 

 

伝統的工芸品も、昔のままの状態で、単に知られているだけでなく、今の生活に取り

入れてもらうこと（=自分の部屋に飾りたいものか？）が重要である。「ＰＯＰダルマ」

の例は、だるまの“こわい”顔と、かわいいカラーリングが若者の購買意欲を刺激した

もの。三豊市の伝統的工芸品「張子の虎」も仕掛け次第でヒットにつながる可能性があ

る。 

【事例】ＰＯＰダルマ（香川県琴平町 山中象堂） 

香川県琴平町の金刀比羅宮表参道にある讃岐一刀彫

り店の山中象堂で制作している「ＰＯＰ（ポップ）ダ

ルマ」が、若者を中心に人気となっている。カラフル

に 装飾しただるまの立像で現在、予約は３カ月待ちの

状況。「七転び八起き」の縁起から、東日本大震災の被

災地からも注文が相次いでいる。 

 讃岐一刀彫りはのみ跡をそのまま仕上げに生かした

木彫工芸で、1985年に県伝統的工芸品の指定を受けている。 

 ３代目山中象堂さん（58）の長女希さん（25）が２年前、「かがわ県産品コンクール」に

出展するため、赤や青、黄色など、アクリル絵の具で着色した ＰＯＰダルマを考案した。
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水玉模様やストライプ、渦巻き模様のほか、注文に応じてサッカーボール柄やサンタクロ

ースだるまも制作し、さまざまなデザインの作品が生まれている。（平成 24年 1月 29日四国新聞抜粋）（写真：

さぬき産業工芸館 サン・クラッケ） 

 

 三豊市の花やフルーツは、お土産品の資源として活かしていきたい。例えば「花の種

×浦島太郎」の組み合わせ。浦島伝説をモチーフにしたパッケージに花の種を入れて、

花言葉のメッセージを添え「荘内半島」ブランドとして販売する。また「高瀬茶×フル

ーツ」の組み合わせで、高瀬茶を使ったフルーツのフレーバーティーも考えられる。（地

元のカフェで飲めるとさらによい）。このように、オール三豊で組み合わせを考えてみ

ると、いくつかの新たな商品アイデアが発掘できる。 

【事例】「ごっくん」村のたのしいゆずぶろ（高知県馬路村 馬路村農協） 

ツキを呼ぶラッキーな湯／しあわせをか

きあつめる湯／うれしいことがあった日の

湯／明日もがんばるぞうの湯・・・などその

日の気分・時と場合・出来事などに合わせた

メッセージが添えられた、ゆずの香りがする入浴剤、全 29種類。（写真：JA馬路村 HP） 

   

【事例】フレーバードティー（LUPCIA） 

ルピシアならではの発想で現代的に発展させたフレーバードティー。フルーツなどの香

りや可憐な花びらを緑茶にブレンド。（450円～1,200円／50g）（写真：LUPCIAHP） 

巨峰          温州みかん       アップルベリー  
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⑨紫雲出山・・・レッツ古代体験！ 教科書に載っていたあの家に泊まろう！ 

 紫雲出山の遺跡群は、約 2,000年前の古代の生活ぶりを伺える四国の中でも稀有な場

所である。竪穴式住居や高床式倉庫も整備されており、夏休みの親子を対象として、土

器発掘や竪穴式住居に１泊できる古代の暮らし体験が提案できれば、教科書に載ってい

る歴史を実体験できる場として有効な体験プログラムとなり得る。 

【事例】古代生活体験（岡山県備前市） 

鹿久居島（かくいじま）は備前市日生沖に浮かぶ島。人

の手があまり入っていない自然のなかで、古代生活を体験

できる。竪穴式住居、高床式住居に宿泊し、食事は自炊を

基本に火おこしから行う。体験メニューは土器作り、貝殻

細工、カヌー、海遊び。古代人になりきり、自分の「生き

る力」を体感できるよう工夫されている。（岡山県教育旅行誘致推進協議会 HP） 
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（３）点から線、面（ゾーン）の形成 

 

【事例】東かがわ市引田 

住民参画のまちづくりの機運高まる 

①平成１６年、旧井筒屋保存再生⇒活用を考える 

 

拠点づくりに着手 

②平成１７年 地域住民の交流拠点、観光交流の拠点 

「讃州井筒屋敷」としてオープン 

 讃州井筒屋敷への来訪者は増加 

 「引田ひなまつり」には６万人～７万人の集客 

■でも、本町通り商店街になかなか人が行かない 

■平日は閑散･･･地域の商店街にはお金が落ちない。 

 

点から線や面に人が動く仕組みづくりに着手 

（讃州井筒屋敷から本町通りを中心としたゾーンへ） 

③平成１８年度 まち歩きツアー「ガイドと歩く引田味めぐり」

の開発 

 引田味めぐりの実施により、２時間の滞在時間と 1,800円の

観光消費額を獲得 

 人の育成（取り組みによって自信が生まれる) 

■まだ知られていない、磨かれていない食がある。 

■地域のものを使った購買力のある産品を作ろう。 

 

地場産品開発と流通によるブランド化、人づくり 

④平成１９年度 女性の小規模事業者を中心とした産品開発 

 

ゾーンの強化・地場産業を観光へ 再びハードの活用 

⑤平成２０年度 手袋ギャラリーの開設でゾーンの強化 

維持・保存のための町並み活用で地場産業を観光へ 

 

⇒見る・学ぶ・体験する・買うの要素が充実 
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（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、損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、

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

あれば「オアシス」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。 

三豊市のターゲットエリアである高松・岡山・福山のうち、香川県内・高松への情報

発信については、次のような方策が考えられる。 

 

①みとよ観光ガイドブックの活用 

みとよ観光ガイドブックは、観光情報・店舗情

報ともに充実しているが、三豊市以外での配布が

少なく、せっかくの情報が生かされていない。発

刊の都度、県内の各マスコミ・メディア関係会社

に発送し、また、タウン情報誌「こまち」などに

挟み込んで販売ルートにのせるという手法もある。 

 

②丸亀町マルシェの活用 

平成１８年、高松丸亀町商店街再開発事業のシ

ンボルとして直径 26ｍ、高さ 32ｍのドーム広場

が完成。週末ごとに市民団体や民間企業のイベン

ト周知、物産の販売、観光プロモーションなどが

行われている。 

例１フラワーパーク浦島の花摘み体験の前に、荘

内半島の花めぐりをＰＲ。マーガレットなどの切

り花、苗、種の販売も同時に行う。 

例２仁尾の八朔まつりのイベント周知を行う。八

朔まつりの謂れ・様子がわかるパネルを用意し、

張子の虎などの展示を行う。張子の虎の絵付け体

験や小型の工芸品・民芸品の販売することもでき

る。高松駅からＪＲを利用した場合、詫間駅・観

音寺駅から無料シャトルバス送迎があるなどの

アクセス情報の周知を行う。 
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③高松駅の活用 

高松市の玄関口と言える高松駅の１日平均乗車人員は約 12,000人（平成 23年度実績）

であり、四国内の各県庁所在地を結ぶ特急が発着する主要駅である。駅コンコース内で

は地方自治体関連の観光プロモーションを無料で行うことができ、高松駅利用客にパン

フレット配布やイベントの周知等を行うことができる。 

大歩危・足摺秘峡対決 

キャンペーン 

 

 

 

 

 

 

 

④アクセスと観光素材を組み合わせた情報発信 

「お徒歩で行く 仁尾なつかし味めぐり」には、三豊市観光協会ＨＰに情報が掲載さ

れているが、主要発地から集合場所までの交通アクセスが記載されていない。ターゲッ

トエリアからのアクセス情報を掲載し、利用促進を図る。また、毎週土曜日のみの開催

ではあるが、ＪＲ四国「駅長推薦あじな散歩道」食べ歩きコースの設定も検討。 

 

 （ゆき） 

         しおかぜ３号 

岡山駅＝＝＝＝＝＝＝ 

  8：32       9：27         コミュニティバス（仁尾線） 

          いしづち７号         ――――――――――――仁尾町文化会館           

高松駅＝＝＝＝＝＝＝     ＝ 9：50              10：06 

8：45         9：27    

 

お徒歩で行く 仁尾なつかし味めぐり（11：00～13：30）に参加 

 （かえり） 

                                       普通列車 

     コミュニティバス（高瀬仁尾線）        ＝＝＝＝＝＝＝＝岡山駅 

仁尾町文化会館―――――――――――       14：55       16：29 

13：47           14：14        サンポート南風リレー号 

＝＝＝＝＝＝＝＝高松駅 

                                    14：32          15：34 

 

詫間駅 

 

詫間駅 
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⑤インターネット、スマートフォン機能の活用 

インターネットによる情報が氾濫している昨今、ターゲットエリア、世代を絞った情

報発信が必要。 

 

例１電子チラシポータルサイト「Ｓｈｕfoo！」 

新聞チラシをイメージしたポータルサイトで毎日、新しい「今

日のチラシ」が届く。スーパー等のチラシのみならず観光情報

も発信されており、主婦層を中心に利用者が増えている。 

 

 

 

 

 

 

例２スマートフォン機能を活用した地域情報の発信、ポイントラリー 

荘内半島には浦島太郎伝説にちなん

だ地名、景勝地もあるが、それらを巡

るしかけがなされていない。まずは、

案内表示・看板などの整備が必要であ

るが、スマートフォンのＡＲ機能（拡

張現実）やＧＰＳ機能を使い、現地で

浦島太郎伝説の情報を取得できる又は

ポイントラリーに参加できるなどの演

出を行うことができる。 
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３－２ 交流人口の拡大・誘客増に向けて 

   

委員からのアドバイス 

・ＪＲ、高速道路と三豊市の交通事情は比較的に良い。四国の残りの 3県及び中国・京

阪神の一部も日帰りの圏内に入っており、情報発信をうまくすれば交流人口の拡大及

び、誘客増は図れる。 

・対岸の広島県鞆の浦と連携した観光商品の開発。 

※）社会資本総合交付金（広域連携事業）：地域の活性化に必要な基盤整備とソフト事

業を効率的に実施する事業に対して交付。 

※）官民連携による地域活性化のための基盤整備推進支援事業：地方公共団体が行う社

会基盤整備について、民間の意志決定のタイミングに合わせ、機を逸することなく、

構想段階から事業実施段階への円滑かつ速やかな移行を推進するための調査経費を

支援。 

・琴平との連携 

３つ程度の半日モデルコースのチラシを作成し、大宿泊地の琴平町観光協会との連

携ﾌﾟﾚｰで、琴平からの日帰り観光地として売り出すのが手っ取り早い。琴平として

もマンネリ打破になり、三豊は琴平の販売力を活用できる。 

・三豊の案内冊子の流通促進はコマチ誌の折り込み方式が良い。 

・起上げ期においては、受入れ体制を育てるという視点が重要で、実際のサービス提供

主体は民間であっても、彼らが継続していけるようにするためのサポートを行政が実

行し続けることが必要。 

・また、「千里の道も一歩から」であり、各スポットのインフラの改善、既存観光関係

事業者（ビジネスホテルや民宿等も含めて）のサービス改善を一つ一つ丁寧に行って

いくことも必要であり、行政はサポートの一方で、改善を提案し続けることも必要。 

 

（１）拠点施設の整備 

 現在、仁尾・詫間エリアには拠点となりうる施設がない。特に、仁尾エリアには、観

光客が、少し休んでお茶を飲むカフェや、地元の食材を使った料理や郷土料理などを食

べることができる店が少ない。また、果物や花、野菜や、張子の虎など地域の特産品が

一堂に揃っていて、それらを買うことができる拠点となる場所がないことが、滞在時間

が短く、地元への経済波及効果が低く、観光が産業になっていない大きな要因として挙

げられる。 

 仁尾に関しては、「塩田邸（松賀屋）」の活用に関して、地元住民が中心となって、ア

レックス・カー氏を顧問に招き「仁尾まちなみ創造協議会」として、保存・活用を検討

する取り組みを始めている。 

 「塩田邸（松賀屋）」を、仁尾の観光拠点として、ここに駐車場を整備するとともに、

観光ビジターセンター（観光協会の役割とともに、仁尾や周辺の歴史や文化、町並みの
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ことなどを知ることができるスペース）、飲食や地域の特産品を販売するコーナー、イ

ベント＆展示スペース（地域住民の交流の場や、八朔人形などの展示、内外の若いアー

ティストの作品発表の場、地元のマルシェを開催する場など）の整備を考えていくこと

も大切である。塩田邸は、かなり広い敷地、建物なので「仁尾に泊まる」だけの動機に

なりうるソフト（食・体験プログラム）をハードの整備に並行して取り組むことが必要

である。 

 

【事例】讃州井筒屋敷の拠点整備の考え方 

 

 

（２）交通アクセスの改善 

 三豊市が運行するコミュニティバスは、

指定された乗継バス停で乗り継げば、目的

地まで 100円の料金で移動することができ

る。ただ、路線図は実際の地図上での位置

関係が分かりづらく、三豊市に土地勘のな

い観光客にとっては、利用しづらい。 

 詫間駅→仁尾庁舎のルートを例にする

と、直行ルートで高瀬仁尾線、仁尾線の２

ルートを利用することができるし、乗り継

ぎを考えたときには多くのルート選択が可能となる。路線図には実際の距離等の情報が

含まれないのが常であるから、観光客にとっては駅からの２次交通の難解さが、旅ごこ

ろを阻害する要因となりうる。 

 

買う 

食べる 

案内の拠点 

（ツーリズム協会） 

イベント・展示の場・

まち歩きガイド 

体験する 

交流スペース 
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（３）他エリアとの連携 

県外、特に四国島外からの交流人口拡大を図るには、周辺エリアの宿泊観光と連携し

たり、共通のテーマによって連携することが必要である。中国地方の「津和野・萩・山

口」という旅行会社の商品は、小京都（津和野・山口）、維新（山口・萩）というテー

マと宿泊地（萩にも宿泊地はあるが、湯田温泉のある山口が宿泊の拠点）という組み合

わせである。 

四国最大の温泉宿泊地愛媛県の「松山道後温泉」においても、かなり昔から道後温泉

だけでなく周辺観光地を組み合わせた「道後プラス１」ということが言われている。新

しいところでは、高知県の高知市の「城西館」が、宿泊の魅力アップを図るために、高

知市内だけでなく市内から１時間～2時間圏域の仁淀川エリアの市町村と連携して体験

メニューをつくり、オプションプランとして販売している。 

三豊市においても、周辺エリアと連携して広域観光圏として商品化を図ったり、情報

発信をしていくことが大切である。 

既に、平成 22 年にＮＨＫ大河ドラマ「龍馬伝」の放映に連動する形で、市内の事業

者と三豊市観光協会が中心となって、瀬戸内海にある坂本龍馬の「いろは丸」沈没地点

（三豊市と対岸の福山市の中間地点で沈没）と福山市鞆の浦を巡る瀬戸内海クルーズ商

品を造成し、好評（５回実施 944人参加 ６回目は H25年 3月 9日に行う）を博すな

どの取り組みがあるが、今後はさらに、瀬戸内海を南北に、海を活用した広域エリアで

の連携を図ることも必要である。また、「レオマの森」は、オプショナルツアーとして

仁尾を含む県内各地へのバスツアーに取り組んでいるが、香川県３大パワースポットの

２箇所（金刀比羅宮・銭形砂絵）や、瀬戸内海の眺望が美しい雲辺寺（観音寺市）、宿

泊拠点のひとつ「こんぴら温泉郷」（琴平町）との連携も検討していくことが必要であ

る。  

 

【事例】城西館 とさ恋ツアー（高知県高知市） 

2009 年から「ディープな高知」を堪能する着地型

旅行として「とさ恋ツアー」を実施。約 30の体験プ

ログラムを設定しており、一番人気は早朝、高知市

中央卸売市場へ行き、青果の競りや買物を楽しんだ

あと仲買人手づくりの朝げ（朝食）を食べる「朝げ

と市場体験」。仲買人ら地元の人たちとの交流や新鮮

な魚などを味わう朝げが好評だという。このほか、

お座敷遊びや屋台餃子を食べ歩く「高知の夜を楽し

む街遊びツアー」も人気がある。（出典：トラベルニュース） 
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３－３ 住民主導の観光産業に向けて 

   

委員からのアドバイス 

・現在営んでいる商売やサービス、日々の生活の延長で、外の人達にアピールできるこ

とはないか、という意識を持ってもらうことが大事ではないか？ 

・観光に携わる住民自身が「楽しい」と感じられることが重要であり、産業の面では「工

夫すればお客に喜ばれる、お客も増える」という成功体験の繰り返しが成長に必要で、

そのためにも、まずは「お客がいる」ということが重要。 

・あくまで観光サービスは民間が提供するとしても、起上げ期には行政からの提案が契

機となるケースも少なくないと思われ、行政のフォローはやはり必要。行政側として

も、ＨＰやポスター等を通じた広報、観光案内板や公衆トイレ等の基盤整備のほか、

頑張って協力していただいている住民に、どれだけ「送客」しつづけることができる

か、も重要なポイントになると思われる（観光振興に協力する住民の立場からすれば、

客が居なければ「市に協力して○○をやっても全然意味がなかった」ということにな

りがち。逆に、お客に喜ばれ感謝されれば「楽しかった。次はもっと○○を頑張ろう」

ということになっていくものと思われる。）。 

 

（１）住民が参画する観光まちづくり 

 

人口の減少に伴い、交流人口を拡大してまちの活性化を考える市町村が増え、これま

で観光地でなかったまちも、観光に力を入れる時代になった。以前は、住民が住みやす

いまちづくりを目指す「まちづくり」と、来訪者にとって魅力ある場や仕掛けを提供す

る「観光」は相反する位置づけで考えられてきたが、これからの観光振興は、「住民の

視点に立った地域づくり」と「観光客の視点に立った観光地づくり」を融合させた「観

光まちづくり」の考え方で進めていかなければならない。 

「観光まちづくり」を進めていくには、行政や観光事業者だけでなく、そこに住んで

いる住民が主体となることである。住民が主体となって魅力的な地域をつくることによ

って、魅力的になった地域に観光客が訪れる。 

「観光まちづくり」が成功している地域では、行政・住民・事業者・NPOなど多様な

主体が関わっている。そこに、経営センスのあるリーダーがいて（いなければ育てて）、

「経営」としてまちづくりを考えることも重要なポイントとなっている。 

さらに、上記の主体が個別に情報発信を行うのではなく、着地型旅行商品の企画、情

報発信、販売、営業などを一体となって行い、市場との対応を一元化できる「プラットフ

ォーム」を通じた市場対応が必要である。「香川せとうちアート観光圏」での取り組みとと

もに、三豊市観光協会のさらなる機能化など三豊市エリアとしての取り組みも必要である。 
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【事例】徳島県吉野川市美郷 

吉野川市の合併により美郷地区は人口比では市の

33分の１のエリアになった。合併後、①行政サービ

スが低下するのではないかという不安、②少子高齢

化による地域コミュニティの崩壊、③地域総生産額

の低下など、様々な問題を抱えていた。そんな不安

の中、平成 19年 3月に美郷商工会（当時：現在は吉

野川市商工会になり、美郷地区には商工会はなくな

った）が中心となって、やる気のある住民を募集し、薬草を活用した地域活性化に取り組

むため、薬草研究会を立ち上げた。まず地元の農家の女性たちが、３軒起業（菓子製造１

軒・農家民宿２軒）した。さらに、平成 19年４月以降は、「梅酒特区」を目指すこととし、

平成 20年７月、全国で初の「梅酒特区」に認定さ

れた。現在４軒の梅酒製造事業者が梅酒を造ってい

る。（１本 500CCの梅酒を 2,500円で販売） 

 この７年間の取り組みの中で、人口 1,200人弱の

地域で、農家民宿３軒、梅酒農家４軒、菓子製造業

１軒が起業している。また、交流人口拡大のために、

「梅の花祭り」「ホタル祭り」「梅酒まつり」などを

実施しているが、ほぼ住民主導で取り組んでいる。

例えば、「梅酒まつり」に関しては、４軒の梅酒製造事業者と農家民宿３軒、美郷物産館や

ホタル館（地元の NPO が運営）のメンバーがイベント実行の主体となって、事業を進めて

いる。（市役所や商工会は、事業をサポート） 

 「梅酒まつり」は、地元に来てもらい、地元を知ってもらうとともに、地元で地元のお

いしいものを食べ、買ってもらう（地元にお金が落ちる）ことを、関係者が共通の認識と

して持ち、主体となって取り組んでいる。 
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【事例】大洲市街づくり会社 株式会社おおず街なか再生館 

街づくり会社として“地域経済効果を創出する”

という使命を負って設立。いろいろな方法が考えら

れる中で、大洲を訪れる市外、特に県外のお客様が

増加し、地域内のお金が増えることを「経済効果」

であるという考え方に立ち、大洲市とも連携してと

にかく大洲へ市外からの観光客をたくさん集めるた

めにはどうすべきかどうすべきか･･･この一点を主

軸にして事業を展開している。平成 10 年から設立準備を開始し、平成 14 年に第３セクタ

ー「おおず街なか再生館」がスタート。観光案内や特産品などを販売する「大洲まちの駅

あさもや」の運営に加え、平成 17 年には第２種旅行業を取得。着地型ツアーエージェント

として地域の魅力を最大限に活かすツアーのプロデュースを開始。（出典：株式会社おおず街なか

再生館 HP、地域いきいき観光まちづくり 2011） 

   

【事例】“住民”株式会社四万十ドラマ 

四万十ドラマは、平成６年に四万十川流域町村（旧大正町・十

和村・西土佐村）の出資により設立された第３セクター。平成

17 年に近隣住民に株式を売却し、住民が株主の株式会社となっ

た。平成 19 年からは指定管理者として道の駅「四万十とおわ」

の運営を行いながら「しまんと地栗渋皮煮」「四万十ひのき風呂」

「しまんと緑茶」など、農林漁業に基づく技術や知恵を活かした

商品開発と販売に取り組んできた。その結果、山あいの立地なが

ら平成 22 年度で年間 3.3 億円の売上を生むまでになっている。

また 28 名の従業員を有し、地域の雇用創出にも寄与している。

（出典：地域いきいき観光まちづくり 2011）©道の駅四万十とおわ HP 

  

【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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・地域観光マーケティング戦略シート 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 


