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１．事業概要 

 
１－１ 観光まちづくりコンサルティングとは 
 
近年の旅行スタイルは、従来の通過型・団体型の観光から、訪れる地域の自然・生活

文化・人とのふれあいを求める交流型・個人型へと転換しており、旅行者は旅行パンフ

レット、テレビ、雑誌等に溢れる多種多様な情報をもとに、国内外を問わず自らのニー

ズを満たすような地域を選択するようになっている。 

そのため各地域には、従来からの送客側である旅行業者主導の「受け身」の観光振興

策ではなく、宿泊業者や土産業者といった狭義の観光関係者に加え、行政や地域住民等

幅広い関係者が一体となって、当該地域にしかない観光魅力＝「オンリーワン資源」を

発掘するとともにそれを観光商品に組み込み、市場に積極的に流通させていく「攻め」

の観光振興策が求められている。 

地域の自主的な活動としてのこの「地域観光マーケティング」活動を観光素材の旅行

商品化・流通を業としている旅行会社の知見等も活用しつつ全国各地に普及させていく

ため、有識者、旅行業者等のメンバーからなる「観光まちづくりアドバイザリー会議」

を設置し、地域に対するコンサルティング事業を実施するものである。 

 

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） 

 

愛媛県内子町（内子町観光協会） 

 

１－３ 内子町における観光まちづくり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愛媛県内子町は、愛媛県のほぼ中央、県

都松山市から国道 56号を南下すること約 42kmに位置し、大洲市、宇和島市など、南予方

面に通じる幹線交通の要衝を占めている。平成17年に、旧内子町、旧五十崎町、旧小田町

の3町が合併し、新内子町が誕生した。町の総面積は299.50k㎡で、町の中央を一級河川・

肱川の支流である小田川が流れている風光明媚な土地である。 

 町の観光資源としては、旧内子町中心部にある八日市・護国の町並み（伝統的建造物保

存地区に指定）、大正時代に建てられた本格的歌舞伎劇場の内子座、道の駅「フレッシュパ

ークからり」、石畳地区の「石畳の宿」、旧五十崎町の泉谷の棚田（日本の棚田百選のひと

つ）、旧小田町の小田深山渓谷などがあげられる。また、「町並みから村並みそして山並み

へ、エコロジータウン・内子」をキャッチフレーズとし、町並みや農村景観の保全や農産

物の直売、農村民泊、グリーンツーリズムなど交流人口の受け入れ、第一次産業の活性化
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などにも取り組んでいる。 

このように、内子町の地域資源を活用した観光振興策は、従来型の通過型・団体型のも

のとは一線を画し、内子という地域に住む人々との交流型、滞在型、個人型のものである。

しかしながら、現状は、交流、滞在型としての内子町の魅力を十分発揮できているとは言

い難い（平均的な滞在時間が40分、観光消費額1,200円）。その理由として、 

①オンリーワンとなり得る個々の資源の把握が不十分 

②各資源の結びつけ（ストーリー化）が十分でないためゾーン形成ができていない 

③マーケティング戦略が十分でない 

④旅行業界へのプレゼンテーション不足のため連携が不十分 

⑤個々のリーダーはいるがトータル・コーディネート出来る人材の不足 

などが挙げられる。本事業では、町並み村並み山並み等の景観を守りつつ活用し、それに

よって滞在型・交流型の観光振興策を進めている内子町の「観光マーケティング」活動を、

有識者・旅行業者等のメンバーからなる「観光まちづくりアドバイザリー会議」で視察、

検討し、観光商品開発、情報発信等のアドバイスを実施する。 

 
１－４ 事業の実施体制及び方法 

 

応募事業者である「内子町観光協会」と内子町が進めている「観光マーケティング」活

動に対し、有識者・旅行業者等のメンバーからなる「観光まちづくりアドバイザリー会議」

を３回実施（うち１回は視察）し、観光商品開発、情報発信等のアドバイスを観光アドバ

イザリーのメンバー（委員）が行った。 
 

（順不同、敬称略）

平尾　政彦
（座長）

四国ツーリズム創造機構事業推進本部長

矢田　栄一 四国旅客鉄道（株）営業部担当部長

高橋　佳裕 （株）フジ・トラベル・サービス営業戦略部地域振興チーム長

井口　　梓 愛媛大学特命准教授

小池　　剛 四国地方整備局企画部長

阿部　竜矢 四国運輸局企画観光部長

内子町観光まちづくりアドバイザリー会議委員名簿

 

 
 



 3 

 実施日・場所 実施内容 

第１回 平成21年12月14日（月） 

内子町役場内子分庁舎  

・内子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 

第２回 平成22年1月28日（木） 

五十崎地区・内子地区 

（現地視察）  

・現地視察の実施（五十崎地区・内子地区） 

・視察できなかった地区については、役場の担当

者による概要説明を実施 

第３回 平成22年3月5日（金） 

内子自治センター  

・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 

また、平尾座長からの提案を受け、平成22年2月 16日～17日に内子町が GMTツーリズ

ム総合研究所所長の小林裕和氏を招き、国際観光の目線で内子地区・五十崎地区を視察す

る研修を実施した。本事業においても、その視点や成果をコンサルティングに活用してい

くこととした。 

 

１－５ 事業フロー 

 

１２月 
 

 

１月  

 

２月 
 

 

３月  
 
 

・事前調査 

・観光マーケティングシートの作成 

第１回アドバイザリー会議 

（平成21年12月14日（月）） 

第２回アドバイザリー会議 

（平成22年1月28日（木）） 

コンサルティングシートの作成 

内子町の外客誘客研修 

（平成22年2月16～17日） 

GMTツーリズム総合研究所 

小林所長との意見交換 

内子町全域を対象とした 

観光まちづくりに対する 

委員の意見 

現地視察評価シート 

第３回アドバイザリー会議 

（平成22年3月5日（金）） 

コンサルティングシートの充実 

内子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21年12月14日（月） 

開催日時：15時00分～17時00分 

開催場所：内子町役場内子分庁舎 ３階大会議室 

議事概要： 

内子町中岡氏より、「内子町観光マーケティングシー

ト」に基づき、内子町の観光の現状・課題・今後の

商品企画などに関してプレゼンテーションを実施。 

その後、アドバイザリー会議委員より、質疑応答及

び内子町関係者との意見交換を行なった。 

 

 

●内子町の主な観光資源 

 

八日市護国町並み保存地区 

 

五十崎凧博物館 

 

泉谷の棚田 

 

石畳のむら並み博物館 

 

小田深山 

 

農業体験等 
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内子町 観光マーケティング戦略シート評価書    
 
組織・団体  内子町観光協会 

代表者 会長 宮岡廣行 

所在地 愛媛県喜多郡内子町内子1515番地 内子町役場内子分庁舎2階 内子町総合観光センター内 

人口 19,317人(2009年4月現在) 

アクセス 松山から車で約35分。ＪＲで、松山駅から内子駅(特急)25分 

他に類がない珍しい観光資源があるか 泉谷の棚田、 

一般的には有名ではないが観光資源として活用できる

ものはあるか 

五十崎凧博物館と五十崎地域、巨木と小田の里、農家体験 

観光面である程度活用されているか 泉谷の棚田、石畳のむら並み博物館、小田深山、体験型観光の各素材、道の駅内子フレッシュパークからり 

すでに商品化されているか 八日市・護国の町並み、保存地区を除く内子市街地の拠点（内子座、商いと暮らし博物館、高橋邸） 

地域（観光）資源の現状分

析と活用方法の整理 

現状分析 ● 内子地域には、伝統的な建造物群のある八日市・護国の町並みや内子座、高橋邸などがあり、地域外に対してもそれなりの知名度

があるが、参加型・体験型の観光メニューが少ないため、現状では「見る」観光にとどまり、滞在時間が短く、通過型観光となっ

ている。また、団体客が多いため、駆け足型の観光となり、ゆっくり滞在する個人客の取り込みが十分とは言い難い。 

● 五十崎地域には、伝統工芸品の認定を受けている大洲和紙もあり、体験型観光のメニューとして活用が考えられるが、拠点である

内子市街地との連携、観光ルートができていない。 

● 五十崎地区の泉谷の棚田は、平成11年度に日本の棚田百選に認定され、インパクトの強い景観を擁しているが、耕作の後継者がい

ない。都市と農村の交流はでき、申込者も多いが、宿泊や休憩などのベースとなる施設がないため、活用は十分とは言えない。 

● 石畳のむら並み博物館（石畳地区）には、古民家を移築した宿泊施設「石畳の宿」や水車の回る川、しだれ桜（愛媛県指定天然記

念物）、屋根付き橋などがある。それらを巡り、手打ちそばを食べるという、面的活用があるが、予約制という受入れにおける制限

がある。 

● 小田深山、巨木、小田の里の自然美は、青森県の奥入瀬のような趣があるが、自然を十分満喫してもらうには、ガイドとともに歩

く仕組みが必要である。 

● 農業や自然、文化、人々との交流を楽しむグリーン・ツーリズムの取り組みは一定の成果をあげている。観光農園は、ブドウなど

の果樹の摘み取りができ、6月を除く、その他のシーズンで楽しめる。 

● 地域内には、自然農法に取り組んでいる農園もあり、農業体験などを新たな観光資源として活用できる可能性はあるが、農家の受

け入れ件数などが未知数である。 

● 鍛冶、染色、自然アート、木工、手漉き和紙、陶芸。食の体験でソーセージ作り、パンづくり、うどん打ち体験、そば打ち体験、

ガイド付きまちあるきなど体験メニューは豊富であるが、予約制という制限がある。また、内子の八日市・護国の町並みでの体験

メニューが少ないため、これらの体験メニューが十分活用できていない。 

● 龍王公園（健康増進施設やオーベルジュ内子、温泉施設、レストランなど）が平成22年4～5月にオープンする予定。 

● 道の駅内子フレッシュパークからりは、安心安全な野菜、果物、農産物加工品。パンやハム、ソーセージ、アイスクリームの製造

販売所。レストランなどのある総合的な施設。落葉樹の植栽があり森となっている。川護岸のウッドデッキでくつろぐなど、環境

を楽しむ滞在型の施設として、さらに活用したい。土・日曜日には駐車場不足になる。 
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マーケットの把握とターゲ

ットの明確化 

入込観客数に関する基礎的データの把握 

経年変化を捉え、分析しているか？ 

● 入込観観光客の総数：1,107,328人（20年次） 

● 町並み保存地区への入込みが緩やかに減少している。他にも影響を及ぼし始めている。 

● 宿泊を伴う滞在者が２％にも満たない。 

● 松山市の道後温泉での宿泊が圧倒的に多く、団体客は四国周遊の旅の中で、立ち寄る場所にまではなっているものの、滞在時間は

非常に短い(約40分・観光消費額も低い) 

● 入込観観光客は、宿泊者は横ばいで、内子座への入館者は、46,235人と前年比10％減。平成7年以降、減少している。 

● 中高年夫婦の小旅行が目立つが、若い世代の来訪が少なくなっている。若い人に支持される要素が必要。 

● 内子グリーンツーリズムの体験や宿泊など個人型の資源へのニーズが高まっている。 

● 町並み保存地区の保存事業は推進しているものの来訪者は減少し、村並み保存地区も増加していない。 

※町の政策キャッチコピーは、「町並みから村並み、山並みへ」 

観光振興に向けた地域の推進体制はあるか？ ● 内子町観光協会（18年 2月 28日）が、合併と同時に地域興し研修会を1年にわたって開催し、観光交流計画書を策定。その指針

に基づき観光振興に取り組んでいる。その１つとして、効果的な観光情報の提供のため、マップや観光雑誌、ポスター、ポストカ

ードなどの観光資料を作成しまた、協会ＨＰを立ち上げて新着情報などを積極的に発信している。 

● 地元商店街の若手商店主が中心となったＮＰＯ法人「プロジェクトＡ．Ｙ．」が、ＪＲ内子駅から観光スポットまでレトロバスを走

行。また、内子町の観光情報発信拠点となっている観光振興施設の管理運営を行っている。 

● 「うちこグリーンツーリズム協会」は、平成21年度から地元の里山をめぐる旅行プランを発売。「道の駅フレッシュパークからり」

とも連携。内子観光協会とも連携して、観光コースづくりにも取り組んでいる。 

● 今後、それぞれの団体を有機的につなぎ、組織間の連携を図るため「内子ツーリズム協議会」（仮）を結成する予定。 

観光振興に向けたビジョン・目的は明確か？共有はで

きているか？ 

● 内子町観光協会と内子町とで、平成19年次に内子町観光交流計画書を作成。地域文化の香りのする観光地として、持続可能な地域

を目指し、滞在型の観光地を目指すことを共通のビジョンとし、10年を目安に、通過型から滞在型観光地を目指す。 

● 内子町観光協会の活動を広げていくため、平成21年度中には、「内子ツーリズム協会」（仮）を結成する予定。 

推進していくリーダーがいるか？また、リーダーの下

での取り組み実績はあるか？ 

● 内子町観光協会の理事がリーダーで、ＮＰＯも地域活性の牽引となリ、観光振興の民間組織を有機的に動かせている。 

● 内子町観光協会の会長や理事、事務局（自治体職員）とで、観光客の来ない地域に観光客が交流する地域へと変貌できないか、着

地型旅行会社による旅行プランの策定とその実践、さらに過疎地域でのセミナー開催などを仕掛けている。 

他地域との広域連携はあるか？具体的な取り組み事項 ● 大洲市と西予市、内子町で「えひめ町並みミュージアム推進協議会」を結成。伝統的な町並み保存地区を中核とした観光ルートの

紹介などを実施、連携を図っている。 

● 愛媛県による指導で南予９市町が中心となり旅南予協議会（愛媛県事務局）を結成。南予の魅力について、ＨＰやテレビ番組、新

聞などで広く情報発信している。 

地域の推進体制の現状 

地域の推進体制に関する課題や問題点は？ ● 合併し、新町の魅力ブラッシュアップも必要であるし、町内に滞在して周遊する観光滞在型観光振興を図っている。これに時間と

業務を取られて広域連携まで手が伸ばせていないのが現況。 

役割体制の分担化 役割分担は明確になっている。 ● 内子町観光協会⇒観光振興の実戦部隊（事務局は内子町・民間と協働する環境は整っている）。 

● 内子商工会は、ものづくり、空き店舗の活用など、観光客対応の視点を持ち活動。 

● 観光関連事業者には、旅館組合、内子グリーンツーリズム協会、内山飲料組合などがある。特に内子グリーンツーリズム協会は学

習会などを行って研修意欲が高い。 

● 地域住民の参画もある。内子町立宿泊施設の文化交流ヴィラ高橋邸の管理運営団体「風雅」は、地元住民の主婦。（有償） 

● 内子町町並みガイドの会（年間約6,000人を案内）。 

● ＮＰＯ法人「プロジェクトＡ．Ｙ．」は、観光客の輸送と観光振興拠点施設の管理運営。 

● 産直市場「道の駅内子フレッシュパークからり」｢道の駅小田の郷せせらぎ」は、近隣都市からの買物客誘客を成功させている。 

● 平成19年度には、内子手しごとの会を結成。 
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● 行政は、観光振興費として各種団体に補助金を支出。各団体の事務局を担いサポート。 

● 愛媛県は、南予地方振興のため9市町の広域連携及び各市町の観光振興をてこ入れし観光振興をサポート。 

● 大手の旅行会社は、滞在時間１時間のプランで団体旅行客を連れてきているものの、地元での買い物など経済効果は大変薄い。 

● 地域の旅行会社が、地元の観光スポットに地域の観光客を誘致する努力を始めたばかりである。 

● ＪＲ四国の「内子・大洲」のまち歩きプランの商品は、その利便性から好評を博している。 

● 地元タクシーによる1日タクシー借上げで案内するサービスもある。 

■商品化提案（１） 

●該当資源 

●商品化の内容 

●市場（地域） 

●ターゲット 

●対象時期 

●セールスポイント 

●商品化に向けた課題 

 

八日市護国町並み保存地区、内子座 

八日市護国町並み保存地区の散策及び木造の芝居小屋「内子座」の鑑賞  

都市部（首都圏や関西都市） 

中高年 

通年 

豊かな地方文化を味わい、美しい建築群を鑑賞 

駐車場の整備は完了している。２時間の確保により地元への経済効果を期待したい。 

地域からの提案はあるか？

内子町に周遊ツアー立ち寄

る場合 

■商品化提案（２） 

●該当資源 

●商品化の内容 

●市場（地域） 

●ターゲット 

●対象時期 

●セールスポイント 

●商品化に向けた課題 

 

五十崎地区、凧揚げ  

五十崎地区の散策と凧揚げ体験 

都市部（首都圏や関西都市） 

若者家族または中高年 

春から晩秋にかけて 

伝統的な和紙の製造過程を見学、体験をして持ち帰れる。また、和紙と竹の産地ならではの五十崎大凧などのたこ揚げを体験。    

週末の手漉き和紙体験受け入れ体制が整っていない。 

■商品化提案（１） 

●該当資源 

●商品化の内容 

 

●市場（地域） 

●ターゲット 

●対象時期 

●セールスポイント 

●商品化に向けた課題 

 

八日市護国町並み保存地区、内子座、レトロバス、石畳むら並み博物館、石畳の宿 

ガイドとともに、八日市護国町並み保存地区の散策及び木造の芝居小屋「内子座」の鑑賞後、農村部にレトロバスで移動（約14キロ）

し、石畳むら並み博物館を散策後石畳の宿で農業体験（芋掘りやそば打ちなど）し宿泊。翌日、帰路につく。  

都市部（首都圏や関西都市） 

中高年 

春から晩秋にかけて 

豊かな地方文化を味わい、日本の原風景にふれる。 

ガイド及び体験、宿泊はすべて予約で、飛び入りは難しい。 

旅行商品化の提案 

内子町で半日～1日過ごす

場合 

■商品化提案（２） 

●該当資源 

●商品化の内容 

●市場（地域） 

●ターゲット 

●対象時期 

●セールスポイント 

●商品化に向けた課題 

 

尾首地区、手打ちうどん（体験）、ガイド付き散策 

小田地域の尾首ウオーキングと手打ちうどんの旅。ガイド付きでの散策とうどん打ち名人によるうどんづくり体験。 

四国内 

家族及び中高年グループ 

通年だが春が最適 

里山の景観を楽しみ、農家の工夫に満ちた暮らし体験、打ち立てのうどんのおいしさを味わう。 

うどん打ち名人が高齢であるため、持続可能の点で非常に難しい。持続可能な受け入れの体制が課題   
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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22年1月28日（木） 

開催日時：10時40分～16時30分 

開催場所：五十崎地区・内子地区の視察 

議事概要： 

下記行程で現地視察を行なった。視察のポイントは、

国内のみならず、海外の人の受け入れも視野に、滞

在時間延長、「質」の向上につなげるための課題や取

り組みの提案を行うこと。視察シートに各人の所感

を記入していった。 

意見交換では、内子町のグリーンツーリズムび小田

深山の取組状況の説明があった。 

 

 

（１）視察行程 

時間 内容 備考 

10:40 ＪＲ内子駅  

10:45 

11:00 

自在鋼房 

観光案内所旅里庵 

 

11:10 

 

 

12:20 

五十崎地区 

①五十崎凧博物館 

②天神産紙工場（大洲和紙会館） 

③村上邸・栗田邸 

内子八日市護国町並み観光を面的

広がりによって滞在時間＋αにな

るか、それだけの可能性があるか

を見ていただく。 

12:30 

13:10 

道の駅内子フレッシュパークからり 

昼食（ランチバイキング） 

 

 

13:20 内子地区（越智益子さんによるガイド） 

①八日市護国町並み保存地区 

②大森和ろうそく屋 

③上芳我邸（木蝋資料展示棟） 

④旧図書館（施設活用について） 

⑤内子座 

大人の個人客が滞在時間を延長す

る、または地域内観光消費額を上

げるための「質」の向上につなが

るものがあるかを見ていただく。 

体験メニューの実施方法などを含

めて、内子の違う角度の楽しみ方

をプロの目で見ていただく。 

15:30 

16:40 

意見交換 下芳我邸 

 

 



 9 

（２）視察後の所感・提案 

 

視察ポイント 所感（滞在時間延長、「質」の向上につなげるためのご提案等） 

①駅前観光案内所 

旅里庵 

 

・ スペースの問題があると思うが、情報発信が中途半端。例え

ばレトロバスの時刻表が未掲示であったり、NHK大河ドラマ

「坂の上の雲」に出た石畳地区の屋根付き橋の情報もない。 

・ 喫茶スペースは不要に思う。 

・ お土産物の並べ方など、商品の配置を検討すると、内子の特

産品をもっと来訪者に訴求できると思う。 

・ 看板が見え難い（向かって右側）。 

・ どこにでもある売店という印象。内子の名産品が何なのか、

分かるようなものが全くない。観光客にとってお土産店とい

う印象が強く、内子全体の案内をするビジターセンターでは

決してない。 

・ もう少し広くできないか。案内板やパンフの設置をするため

には、もう少しスペースがいる。 

・ マップが貧弱。また見にくい所に置いてある。内子町の玄関

口なので、マップではなくきちんとした地図があれば全体を

把握しやすい。 

・ レトロバスの乗り場が分かりにくい。 

②自在鋼房 

 

・ 子どもが喜ぶような形（動物・キャラクター等）にするには

細工が難しいためか、オブジェ、インテリア的なものに見え、

女性や熟年向けの体験に絞られてしまう気がする。体験料は

高い。日常使えるものを作れないか。 

・ 予約の仕方について、旅行会社から直接予約は難しい。何ら

かの工夫が必要。 

・ 無理に体験プログラムを取り入れなくても、作業風景を見学

できるだけで十分に良い。蝋燭立てのみならず、見学も含め

て鍛冶屋さんが残っていること自体が珍しいので PRすべ

き。逆に、デザイン工房に走りすぎると、ターゲットを絞り

込む恐れがある。 

・ 場所がわかりづらい。駅からの案内がないので、今回のよう

に連れて行ってもらわないとわかりにくい。１階は、もう少

し見学しやすいようにきれいにしたい。 

・ ２階は階段が急で、行きづらい。 

・ 知らないと行けない。人を呼ぶには情報発信が必要。 
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視察ポイント 所感（滞在時間延長、「質」の向上につなげるためのご提案等） 

・ 体験としては面白い。 

・ 作品の種類を増やす。 

③五十崎凧博物館 

 

・ 内子の町並みとの連携が必要。各施設の玄関先にメッセージ

付の凧和紙（風鈴のイメージ）を備え、凧と和紙のまちを

PRしてはどうか。 

・ 似顔絵凧が作れる等の体験プログラムも面白い。 

・ 凧は見るより揚げる方がよい。凧揚げ体験ができたら子ども

向けに良い。 

・ アクセスの整備が必要。 

・ ガイドが勉強不足。入ってすぐのスペースが土産物の羅列に

なっているので、がっかりするエントランス。それよりも、

なぜ五十崎で凧なのかが分かるようにして欲しい。凧師、字

蛸、凧の歴史なども活用したい。 

・ 場所が不便。 

・ 認知度が低い。 

・ 予約なしで気軽に凧づくりができればよい。 

・ 行くまでに案内標識がなく分かりにくい。 

・ 入った所の照明が暗く楽しみが半減。 

・ 順路を決めた方がよい。展示を見落としたり客が輻輳する。 

・ 凧に関する体験コーナがあれば楽しい。見るばかりで単調。 

④天神産紙工場 

（大洲和紙会館） 

 

・ 歴史、製作工程をパネル展示してはどうか。また、五十崎凧

博物館で示したように、内子の町並みとの連携が必要。 

・ 和紙の加工品で、オリジナルかつリーズナブルな価格の製品

が欲しい。 

・ 全国の和紙の工場見学の中でもかなり良い。設備もよく、保

存活用状態が良い。生産者も魅力的。地場産業、地域文化、

様々な件で高く評価できる。 

・ ただし、観光客の見学が増えても問題あり。（後継者の問題

も） 

・ 入りづらい。もう少し観光化したい。内容は良い。 

・ 製造の流れが分かりにくい。順路を決めた方がよい。 

・ 見学の受付窓口が分かりにくい。 

・ 店の品揃えは豊富で魅力的なものがあった。 

⑤村上邸・栗田邸 ・ 外観を見るだけでは、観光活用は厳しい。中に入れることが

大事。 
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視察ポイント 所感（滞在時間延長、「質」の向上につなげるためのご提案等） 

 

・ 邸内の見学ができる仕組みが必要。 

・ 保存・活用面で文化財として指定するかどうかが問題。所有

者が在住しており、周辺も道が細く観光となるかどうかは今

後検討が必要。ただし、地域資源としては評価できる。周辺

の景観も良い。（水田、ため池、神社等） 

・ 紙の里との連続性がある。 

・ 村上邸より栗田邸の方が見ごたえある（いずれは公有地にし

て観光施設に？） 

・ 案内板があると良い。 

・ 栗田邸の活用を考えるべき。 

⑥昼食 

（道の駅フレッシュパー

クからりバイキング） 

 

・ 土日の 50種類バイキングが気になる。インテリア等、内子

らしさをもう少し出せればいい。 

・ 価格がやや高い。県外からの観光客向け商品を考えてみて

は。 

・ 改善点として挙げるなら、料理の品目素材等の説明があれば

良いし、分かれば買いたくなる。ハムがとても美味しかった。 

・ 大変良いが週末は混みそう。それで敬遠されないか心配。 

・ 野菜は新鮮で料理も美味しく、その割に料金は安く最高。 

・ 選べるメニューが良い。 

⑦八日市護国町並み 

保存地区 

 

 

・ ③、④の凧と和紙とのジョイント。また、小田深山（木）と

のジョイントが必要。山口県仙崎の金子みすず通りのよう

に、凧和紙に内子の PR、住民の思いをつづった詩を書き込

み、町並みに掲出してみてはどうか。 

・ 宿泊に結びつけるための夜の演出も必要。 

・ 独特な伝統を活かした土産物を見て買える施設が必要。 

・ 家構えの１つ１つが丁寧に清掃してあり、花が生けてある景

観がとても良い印象。 

・ 土産物店が比較的少ないことも好感が持てる。 

・ ガイド内容に建物と蝋以外のことが欲しい。 

・ 内子のハイライト。地面をカラー舗装等で何とかしたい。 

・ 音声ガイドでも良いが、やはりガイドの生の説明があるとさ

らに楽しくなる。 

・ どぶろく「ちょびっと」はガイドさんの案内があったから分

かったが、少しはずれにあるので案内看板が必要。 

・ 全体として賑わいがない。もう少しお店があっても良い。 
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視察ポイント 所感（滞在時間延長、「質」の向上につなげるためのご提案等） 

・ 道路のアスファルトは一考する必要がある。 

⑧大森和ろうそく屋 

 

・ 歴史を知る上で非常に良い施設。凧博物館と連携し、バティ

ック（ろうけつ染め）を取り入れた芸術要素の強い凧づくり

ができるのではないか。 

・ もともと滞在時間の長い場所ではない。和蝋燭が１店舗しか

ないのがむしろ残念。 

・ 向上という点から挙げるなら変わらないこと。 

・ 大きな看板が必要。小さくて見落としがちなので。 

・ 蝋燭の作り方の説明がよく分かった。 

⑨上芳我邸 

（木蝋資料展示棟） 

 

・ 生蝋や白蝋等、ピンとこないため、それらを生成する体験が

できればよい。 

・ 上芳我邸とセットで見学できないと物足りなさを感じる。芳

我家の生活の様子が分かるようなものがあっても良い。 

・ 全面公開が待たれる。 

・ 施設は良いが、展示棟の場所が分かりにくい。十分な案内が

必要。知らなければ通り過ぎてしまう。 

⑩商いと暮らし 

博物館 

・ 商い体験、実際に子どもたちに販売体験させてみてはどう

か。 

・ 景観を考えると、商店街は電線地中化すべき。 

・ 車の通行量を減らせないか。 

⑪旧図書館 

 

・ グリーン＆エコツーリズムに特化した情報発信の場所にし

てはどうか。 

・ コンシュルジュを置くことが必要。 

・ エコつながりで言えば、太陽光発電や壁面緑化等エコ活動の

推進。 

・ 前の通り（商店街）の整備が不可欠。（＝電線地中化、カラ

ー舗装、車両流入規制） 

・ 建物の前は広場化したい（オープンカフェ、フリーマーケッ

ト･･･）。 

・ 観光交流施設、待合施設、喫茶店、土産店等に活用したい。 

・ 六日市本町通りは、まち歩きをするには魅力的な店等がたく

さんある。そのため、休憩所や案内所的な施設として活用し

てはどうか。 

⑫内子座 ・ 歌舞伎を連想させる「音」の演出による賑わいが欲しい。イ

メージが湧くよう、歌舞伎のセット展示はできないか。 
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視察ポイント 所感（滞在時間延長、「質」の向上につなげるためのご提案等） 

 

・ なぜ、内子座を内子の人が作ったのか、内子の賑わいが分か

る写真があると良い（見学日のみ）舞台には置かないように。 

・ 極めて重要な資産。もっと観光活用を。動線から離れており、

見落とされないか。大きな案内を。 

・ イベントが少ない。毎週何かイベントを行いたい。 

・ 素晴らしい施設。ガイドさんがいたためよく理解できた。 

⑬ガイド 

 

・ 時期に応じた「案内人のつくるかわら版」を作成し、配布。

滞在時間 40分のツアー客に、また行きたくなるような町並

み以外の情報発信をする。 

・ 江戸時代風なレトロな立て看板を要所に設置する。 

・ 建物の説明が多い。商店街の説明が少ない。古い建物だけが

価値があるのではない。今の商店街もかなり魅力的。1,000

枚のポスターを配るより、ガイドの一声が観光客の印象を変

える。 

・ 大変良質なガイド。 

・ 楽しく町並みを散策することができた。 

⑭全体 ・ レトロバス（ちゃがまる）は周回バスとして運行されている

が、ガイド付の観光バスにすべきと思う。（五十崎、屋根付

き橋、石畳の村並まで含む） 

・ 説明していただいて、初めて魅力的な施設がたくさんあるこ

とが分かった。これを如何に観光客に知ってもらうかが大

事。情報発信はいろいろな手法があるが一番効果的な方法が

何か検討が必要。 
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２－３ 内子町外客誘客研修（実施者：内子町） 

 

実施日：平成22年2月16日（火）～17日（水） 

開催日時：16日 13時00分～17日 14時30分 

開催場所：五十崎地区・内子地区の視察 

議事概要：GMTツーリズム総合研究所の小林裕和所長を招き、主に国際観光に関わる立場、

目線で内子町内を視察していただき、今後内子町が取り組む方向性等について

アドバイス及び相互に意見交換を行った。 

 

（１）視察行程 

タイム
テーブル

時間
(分)

場所 内容

13:00 内子分庁舎

会議 30

13:30

移動 15

13:45 天神産紙工場（25分） 工場内視察

視察 45村上邸～栗田邸（2箇所で20分） 外観と建物解説

14:30

移動 5
14:35 五十崎凧博物館 河原で凧揚げ

体験 30

15:05

移動 10

15:15 内子座 施設見学

商いと暮らし博物館 施設見学

坂見輝月堂（和菓子）

大森和ろうそく屋

視察 大村家 国の重要文化財指定：改修工事

本芳我家 国の重要文化財指定

中芳我邸（民宿） 素泊まりのみ。海外客に人気

木蝋資料展示棟

17:30 町並み保存センター

タイム
テーブル

時間
(分)

場所 内容

9:00 ｃｏｃｏｒｏ

会議 60

10:00

移動 15

10:15 田丸橋（屋根付橋） 屋根まで下りる

視察 15

10:30

移動 15堰と石垣 道路沿いから視察

10:45 石畳の宿 施設見学

視察 65清流園

シダレザクラ

11:50 弓削神社

移動 30

12:20 ファームイン RAUM古久里来

会議 130総括ミーティング

14:30

２月１７日（水）

２月１６日（火）

●役場より研修の狙い、内子町の国際観光の現状や課題●参加者自己紹介
●小林様より、GMTツーリズム総合研究所の事業活動について

●昨日の感想（五十崎地区、内子地区）●他の地方都市で外国人観光客は何を楽
しんでいる？●フリートーク（内子町で外国の方々に何を楽しんでもらうのか、
内子町が国際観光において、旅行先として選んでもらえるためには）

●全体的な振り返りによる感想●特に関心があった内容●フリートーク（町内参
加者の感想、内子町はどんな方々をターゲットにするのか、何を売り込むのか、
来年度からできる国際観光への取り組み、長期的な取り組み）
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（２）意見交換 

 

＜１６日昼ミーティング＞ 

・GMTツーリズムマーケティング研究所は、企業及び海外エージェンシーを顧客とした、国

際的な MICE（Meeting、Incentive、Convention、Exhibition）・訪日旅行の企画・手配、

海外における営業。地域活性化に対するコンサルティング事業等を展開。 

・インバウンド事業はJTB売上のうち２％。社員２万９千人のうち、約６００人が従事。 

・今回の視察のキーワードは「滞在型」。滞在型の実態は消費額で計る。スコットランドは、

量ではなく質の向上で消費額倍額をねらう。ターゲット設定が明確にできれば、町並み

以外への誘客も可能と思われる。 

・アジア地域は成長市場。特に今後は中国の伸びが著しいことが期待される。 

・台湾、香港はリピーターが多い。日本の地方に興味がある。 

・旅行商品による外国人誘客を進める時には、現地側の旅行段取りをしているランドオペ

レーターに情報を提供することが大事。アジアの主要国では、日本に支店を置いて情報

収集している。 

・四国では、にし阿波観光圏事業で旅行商品化をサポートした。 

・超富裕層をターゲットとした、特別なこと、稀少価値の高い資源を組み合わせる、

「BOUTIQUE JTB」といったブランドもある。 

 

＜１７日朝ミーティング＞ 

・内子町をSWOT分析すると、強みと機会が交差する点は「既に外国人が来ている」点。 

・プロモーションと受け入れ体制の整備が必要になるが、プロモーションは多額の費用が

必要なため広域で取り組むべき。 

・受け入れ態勢の整備は、「とにかく満足させ逃がさない、他の人に口コミで伝えてもらう」

姿勢で。外国人は口コミが意外と多い。在日の人から本国の友人への紹介など。 

・クレジットカードの利用、外国語でのコミュニケーションなど、一段上を目指す場合は

現実的な問題も出てくる。 

・外国の方はよく歩く。ウォーキングマップは大変喜ばれる。資源と観光客をつなぐツー

ルも必要。 

・どういう外国人に来てもらいたいかという基本的な姿勢を示すことが必要。団体旅行の

誘致だけでなく、ごく限られた層、趣味の人たちという場合もある。 

・英語が話せなくても、各店に英語の解説が少しあるだけで違う。 

・「Wｈｙ 内子」を考え、発信し、日本の多くの場所から内子を選んでもらわないといけ

ない。なぜ内子に来ないといけないのか、納得して来てもらわないといけない。そのた

めの資源が何なのか、和紙は他の地域にもある。大洲和紙がなぜ良いのかを説明しない

といけない。 
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・まずできる対応として、おもてなしの気持ちをもって接することが大事。表現方法とし

て、外国語のガイドや説明プレートが出てくる。 

・布団の扱いかた、アメニティの使い方など基本的なことが分からない場合が多い。その

説明は用意してあげた方が良い。 

・施設で困ったことがあれば、すぐ対応できる場所として、外国人サポートの窓口を１箇

所で良いので設置する。 

 

＜１７日総括ミーティング＞ 

・宿は質の良いものが揃っている。「民宿」という呼び方は合わないものもあるので別の呼

び方にしてみては。 

・外国人受け入れに向けて、個人や事業所でやることと、組織でやることの整理が必要。 

・MAPにATM（カードでお金をおろせるところ）情報は必要。 

・小さな目標をつくること。旅行商品・展示会への出展やバイヤー用資料作成など。また、

出展に合わせたマップづくりなど。 

・「Wｈｙ 内子」は相手の立場に立って徹底的に考える。 

・相手の文化との接点を見せてあげると親近感が高まる。 

・国際観光では、高松も高知も同じ四国。距離的に遠いと感じない。 
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２－４ 内子町全域を対象とした委員意見 

 

第３回内子町観光まちづくりアドバイザリー会議（最終回）の開催にあたり、これま

での会議内容、また、視察した五十崎地区や内子地区のみならず、委員が既に知ってい

る内子町に関する情報を踏まえ、内子町全域を対象とした観光まちづくりへの期待、個

人的な思い、具体的な取り組み等について各委員の目線で提案していただいた。 
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内子町観光まちづくりアドバイザリー会議ご意見・提案シート（内子町全域を対象として） 

氏名 コンセプト ターゲット 内容 

平尾座長   ①図書館跡を欧米並のビジターセンターとする。 

②空き家を１年間県外の人に無料で貸出する。 

③全国からの視察者には内子宿泊をお願いする。 

④栗田邸を徒歩観光ルートに組み込む。（栗田さんにお願いして開放してもらう） 

⑤芳我家の人を活用する（広報） 

矢田委員 着地素材の整

備 

個人客・グループ 地元の方が主体となって、予約がなくても利用（消費）可能な観光素材を整備する。

（場合によっては地元自治体からの財政支援措置を要す）例えば、駅からの二次交通

としてのタクシープランやオーダーメイドのお土産物等。 

高橋委員   グリーンツーリズム（民宿や体験メニュー）、小田深山等、内子町が注力している観光

素材を見られなかったのが残念。弊社としては、付け焼刃的な、単発で終わる商品造

成ではなく、もっと時間を割いて造成したいと考えています。ゆえに、１年かけてで

も協議会は継続すべきだと思います。ターゲットとしては、都市圏・インバウンドマ

ーケットを開拓すると同時に、比較的来やすい近場（中四国）からの集客にも注力す

べきだと思います。弊社は中四国に３８店舗ございますので、観光パンフレットの設

置は可能です。また、現在四国の着地型商品をとりまとめたポータルサイトも作成中

ですので、地域の特色を活かしたプランはご紹介させていただきたいと考えています。 

井口委員 図書館の利活

用について 

メインは地域住民・サ

ブ的に地域外の観光客

ほか 

・ビジターセンターの設置 

（決して観光案内所ではない：地域住民にとっては学びの場、モチベーションを継

続する場、観光客にとっては「学ぶ観光」を意識づける場、広域に関心を持たせる

場） 

・地域住民が地域学習のできるスペースを確保する。 



 19 

氏名 コンセプト ターゲット 内容 

・人に地域の良さを伝えるためには、まず地域住民が勉強できる機会をつくることが

大切。ボランティアガイドの控室を設置し（ガイドの待遇を改善し、彼らの果たす

役割を認識することが大切）、さらに勉強できる資料の揃ったスペースを一部屋確保

する（通り一辺倒なガイド、説明ではだめ）。資料スペースはボランティアガイドの

みならず、地域住民も利用できるようにする。（学生ももちろん可、販売店舗や駐車

場、役場職員に至るまで時々勉強する姿勢が大切）資料は持ち出し不可にして管理。 

→観光に関わる地域住民が勉強を重ねている姿勢を見せるべき。 

・イベントスペースとして貸し出す。（一部：必ず季節性・継続性のあるもの） 

・展示スペース（手づくりのものではダメ、展示の見せ方も勉強する）、内子の町並み

に限らず、内子町の全体像（立地・暮らし・生業・伝統産業・芸能・民俗などを関

連付け）を見せる。 

観光客を誘導

し回遊型観光

を目指す仕組

みづくり 

観光客（主に個人） ・現在、駐車場の立地条件から特に個人客は回遊型観光をするチャンスが増えている。

（町並み駐車場から内子座、再び駐車場へ戻る行動）この観光行動に着目し、回遊

するルートをつくる。 

・行きは遍路道から町並み伝建地区を通り、途中で町並み通りを右に回り、裏から内

子座に到着、内子座から商店街を抜けて、商店の脇から路地裏に回り、演劇場の前

を通過し、再び町並みへ戻り、寺から駐車場へ･･･などルートを予め決めて、誘導で

きる仕組みをつくる。 

→地図で工夫する、町並み駐車場等に歩くルートを明確にした地図を配布し、そこか

ら動機づけして回遊させる。 

→歩く人間に、歩く道に意味をもたせること。なぜ路地や裏通りを歩かせるのか、そ

の魅力が伝わるように説明等を工夫する（例えば、町屋や商店の後ろはどのような
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氏名 コンセプト ターゲット 内容 

地割りになっているのか？あるいは路地に魅力的な店があるなら明記する、町並み

と時代が異なっても、古い昭和初期の建物が残るなら、その建物を明記し、時代の

流れを意識させるなど、いくらでも工夫できる） 

→歩く時間をはっきりと知らせ、観光客に滞在時間中の目安をもたせる。 

→猫、植生（樹木）、人、道の細さ、そこから見える景観など、ありとあらゆるものに

意外な価値があることに地元住民が気づき、そこからルートづくりへ。これは、町

並み以外の方の協力が必須なので、モチベーションが上がれば良い機運になる。 

→良いルートができれば団体客にもPRする。 

観光 PRの仕方

を工夫 

観光客 ・町並みと周辺地域との連携（商業地と地場産業、第一次産業のPRとの連動） 

現在の町並みのPRの仕方が、いずれの媒体（人、紙など）であっても、伝統的建造

物群保存地区ゆえ、建物とその町並みありきになっている。 

→町並みだけでは、数ある伝建地区の中で記憶に残るとは言い難い。小田や五十崎、

石畳など、内子の中での回遊型観光を模索するのであれば、町並みでの説明・PRと

うまく連動させる方法が一番。商業地区として栄えた背景には、これら地場産業の

里、農業の里、林業の里なくしては町並みはない。それぞれの中で交えて説明する

（説明しているかもしれないが、現状では全く意識されていない）必要がある。 

→商業地区として市場を復活させるのはどうか。１年に１度、内子の物産をPRするイ

ベントとして町並みで実施し、内子町の農産品、地場産品を屋台的に並べて、売る。

観光客に対して、商業の町としての、人の賑わいを感じてもらう大切さもあり、周

辺地域へも関心がわく。また出品する周辺地域の人々も、かつて自分たちの里で作

っていたものが、この町並みに集まり、商業地として賑わいを支えていたことを実

感できる。 
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氏名 コンセプト ターゲット 内容 

清川委員 まち歩き観光

（八日市護国

の町並み、六日

市本町通り） 

個人・少人数グループ 視察において感じたことは 

①六日市本町通りには魅力的な店舗がある。 

②ガイドさんによる案内は非常に楽しい。 

③案内情報が少なくどぶろくの店等、ガイドさんがいないと見過ごすところだった。 

④見ることができるもの、買えるもの、体験できるものを教えてもらって初めて分か

った。 

以上より、八日市護国の町並みだけでなく、六日市本町通りを活用し、内子座までを

まち歩きコースとして取り組んでいくことを提案。 

・見る、買う、体験できる施設のガイドブックの作成 

（他地域と差別化を図れる点をポイントに、買い物コース、体験コース等のモデ

ルコースも作成） 

・ボランティアガイドの養成 

・携帯電話等を活用し、案内、観光情報の提供・充実 

旧図書館については休憩施設も少ないので、観光情報・休憩施設として活用し、

循環ネットワークとしてまち歩きができるよう、裏通りコースを開拓すれば観光客

も飽きずに楽しめるし、滞在時間も増えるのではないか。 

 

阿部委員 

 

  【１．人材育成】 

・ボランティアガイド育成 

  ボランティアガイドによる案内は非常に有効。ただ、事前予約制をとっているた

め、当日までガイドの方の存在を知らない人にとっては利用ができない現状があり、

非常にもったいないと思った。 
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氏名 コンセプト ターゲット 内容 

  そこで提案ですが、町並み駐車場にガイドの方々の詰め所を設置し、ある程度の

人数（希望者）が集まればその集団をガイド引率するといった形態をとっては如何

でしょうか。 

  「どぶろくの店」もガイドさんの案内がなければ見過ごすか、存在に気がつかな

いとの声が多く聞かれていた。ガイドさんにも内子の店の情報（ある程度選別が必

要だとは思うが）を提供し、案内の中に付け加えてもらえば観光客、店の方々、内

子町にとって有益ではないかと思う。 

・外国人誘客のための通訳、案内人（ガイド）育成。 

  旅館の女将等も簡単な英語・身振り手振りで外国人と意思疎通できる程度に。講

師を招いて勉強会。 

・各種体験の指導者育成 

  農業（収穫）、紙漉、凧揚げ、木蝋造り、ソーセージ作り、パン作り、禅寺修行。 

 

【２．観光地域づくり】 

・町並み観光（八日市護国）に回遊性を 

  現状の動線は町並み駐車場にバスを止め、町並み→内子座への一方方向型の動線

になっているのではと思われる。（折り返してはいても帰りは歩くだけになっては

いないか。）また、家族や少人数で訪れた人にとってもあの距離を同じルートで引

き返すというのは結構、骨の折れる行程である。そこで、今回でも反響があった「ど

ぶろくの店」といった地産地消型の産品を売る店が路地（または裏ルートを設定）

にあると行きは町並みをじっくりと堪能し、帰りに土産品を物色するといった回遊

性が生まれるのではないか。あくまでも地場産品の店にこだわるべきであると思う。
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氏名 コンセプト ターゲット 内容 

例えば、大洲和紙の店、地元の素材を使った手工芸品の店、地場の食材を提供する

レストラン、産直市場（宅配可能な）等といったもの。 

   地場産品にこだわるのは地元の人が潤わなければ、町を盛り上げていこうとする

モチベーションが生まれないし、そこで得た利益をまた、町作りに還元していくと

いう循環が生まれてこないからである。さらに付け加えれば、こういった地場産品

の NETでの情報の提供（NET販売も）を町並みの情報提供（観光情報）の場と併せ

て行っていけば相乗効果がでるのではないでしょうか。 

（ヒット商品が出ればその店で買いたい客が訪れる。）そうすれば滞在時間も延び、

地元への経済効果も期待できるのではないでしょうか。 

・八日市護国町並み保存地区に観光客が長期滞在できるような仕掛け 

ただ歩くだけの空間になっていないか．駐車場からの往復だけでなく、片道は見

学、片道はちょとした飲食、買い物ができる空間も必要なのではないか。 

・八日市護国町並み保存地区の商店の看板に、観光地の連携を図り周遊を促進する観

点から、五十崎の凧を活用してはどうか。（谷中商店街の看板みたいなイメージで。） 

・八日市護国町並み保存地区と道の駅内子フレッシュパークからりとの連携が出来な

いか。たとえば、旧内子町立図書館の活用として駅内子フレッシュパークからりの

出店が開設できないか。（無理かもしれないが、レストランも含めて。） 

・例えば、産業観光か。農村観光か。「自然」か。「食」か。「温泉」か。エリアの

売りは何かを見極めることが重要です。観光客への推奨ルート等が発信側から積極

的に売り込みされているか検証が必要。 

 例えば、「食」についても、観光客・宿泊者が「どこ」で「何」を食べればよいか

わかるように。泊・食分離も一つのトレンドと言える。 
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氏名 コンセプト ターゲット 内容 

 ストーリー性が見えるような・・・を。また、和歌山電鉄の猫の駅長さん、彦にゃ

ん、谷中の猫・メンチカツ等々、売れているものを分析することも必要です。観光庁

のＨＰには、まちづくりに関する様々な成功事例を掲載しているので閲覧するのも近

道かも・・・。 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/ikiiki.html、 

 

【３．二次交通対策】 

・レンタカー、レンタサイクルの整備 

  内子から石畳の宿まで約14㎞。例えば、廃自転車のリサイクルによる小回りのき

く観光。 

 

【４．観光情報広報】 

・知られざる観光地ガイド本作成。 

・外国人用HP整備（飛騨高山を例に） 

  多言語化：英語・中国語・ハングル（・仏語・独語・ロシア語・スペイン語） 

  パンフレットを作成するのであれば、ＪＮＴＯ海外事務所へ発送するのが効果的。 

・成田・羽田・関空等の主要空港からどうやって「内子町」に来るか道筋の紹介 

  JR・レンタカー・高速バス等（運賃・切符の買い方等も説明） 

・外国人が泊まれる宿の紹介（施設） 

  例えば、「石畳の宿」とか。「月の家」もお勧め。 

・外国人向け町内マップの作成 

  観光地・おみやげ・食事・居酒屋・セルフクリーニングの位置表示 
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氏名 コンセプト ターゲット 内容 

  パンフレットを作成するのであれば、ＪＮＴＯ海外事務所へ発送するのが効果的。 

・旅館等宿泊施設に外国語の接客マニュアルの整備・備置。 

  入浴方法、畳では靴をぬぐ等々、日本の文化に根ざした慣習的な部分を説明する

もの。 

・ビジット・ジャパン案内所（「Ｖ」案内所）設置の検討 

 

【５．体験メニュー（施設）整備】 

  旅行のトレンドは、団体型のパッケージ・ツアーから個人旅行に移っているとい

われている。着地型の旅行商品の開発には、体験メニューの発掘・整備が必須。そ

して、それをＨＰで発信すること。体験メニューは、観光客の滞在時間を延長した

り宿泊客数を増加させるのに効果的と考えられている。 

・農業（収穫）、紙漉、凧揚げ、木蝋造り、ソーセージ作り、パン作り、禅寺修行体

験（見晴らしの良い寺で座禅？） 

 

【６．ハード整備】 

・ぼんやりできる場所（棚田）・・・お茶を飲んでくつろげるスペース。 

・遊歩道（流行のフットパス）の整備（小田深山） ※オフシーズンの活用法検討。 

・屋根付き橋・・・テレビで出た→もっと宣伝すべき。 

・町内観光看板の整備（少なくとも英語表記を加える） 

・個人的に小田深山については、今のままにして保存してほしい気持ち。人が入ると

いうことは、多かれ少なかれ自然が破壊される 。人が入れないという事も一つの

魅力ではないでしょうか。 
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氏名 コンセプト ターゲット 内容 

 

【７．観光窓口のワンストップ化】 

・町内観光のワンストップ化窓口を整備する。 

  着地型観光メニュー提示・受付・手配一切、宿泊施設（様式別・料金帯別）紹介 

  エージェントとの窓口の一元化 

  観光協会等が、全国あるいは全世界からの問い合わせに対するワンストップ窓口

となれるかどうかも重要なファクター。交通情報は交通機関に、旅館・ホテルのこ

とは旅館 

・ホテルに、観光情報は観光施設に振るのではなく、様々な問い合わせを総合的に取

り扱うことは、利用者の信頼を得る上で重要。 

・内子町は宿泊施設が少ない。→滞在型は難しいのでは。 

・高速道路の無料化を見据えて、松山市（道後）、大洲とセットの日帰りツアーはど

うか。 

・果実酒 

・外国人（中国人）の評価低いのでは。 

・八日市の町並み→自動車の乗り入れ禁止（９：００～１７：００） 

・内子 

駅を降りた時に内子をイメージさせるものがない。欲しい。（意味不明な機関車

があるのみ）ＥＸ：古い町並みやグリーンツーリズム（宿、観光農園等）を案内す

るようなもの。改札口を出て、内子に来たと感じ、何があるのだろうというところ

で情報を見せ、興味を抱かせ案内所で説明を受ける。といった感じか・・。 

例えば、温泉地であれば足湯等を整備し温泉ムードを演出させている。土産物屋
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氏名 コンセプト ターゲット 内容 

で温泉まんじゅうを蒸かしたり。 

・月乃家にしろ古久里来にしろ 民宿とひとくくりにするのはもったいない、（一般の

人が民宿に対して持っているイメージより上質である）新しいカテゴリーの宿とい

ったような打ち出し方はどうか。 

・内子座の活用 

昨年、ＮＨＫで放送されていたが、怪談（夜話）を語れる落語家に講演してもら

うのも良いかも。夜間に開催することで、滞在（宿泊）に繋げることも可能かも。 
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２－５ 第３回観光まちづくりアドバイザリー会議 

 

実施日：平成22年3月5日（金） 

開催日時：14時00分～16時00分 

開催場所：内子自治センター 

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「コンサルティング

シート」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内子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内子町への提案」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 内子町観光まちづくり政策への提案 

 

１．「WHY 内子？」に答えられる観光地づくり 

 

（１）コンセプトを明確にする 

 

 内子町の観光資源は、「ゆっくり時間をかけてこそ面白さが伝わる」といった質や方向

性のものが多い（個人型に向いている観光資源が多い）。 

 しかし現状では、内子町が来訪を希望する旅行者層と、実際の旅行者層が必ずしも一

致しておらず、駆け足で見て回る観光地になっている。 

 ⇒旅行会社が企画する立ち寄り型（松山あるいは高知への行き帰り。30分～１時間・団

体バス）の来訪者は一定数あるので、これは来訪者のひとつの流れとして大事にする

が、「ゆっくり時間をかけて面白さがわかる」質にこだわる個人型の旅行者を集客する

仕組みを構築する。 

■まちづくりに関する様々な成功事例を掲載している観光庁のHP 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kankochi/ikiiki.html 
 

 これからの内子町の観光は、「質にこだわる個人型観光客のニーズに応えることのでき

る内子」というコンセプトを明確にすることが重要。 

 来訪者の立場から、「WHY 内子？」と聞かれたとき、明確に「これが内子の魅力」と言

えることが必要である。 
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（２）ターゲットを絞り込む 

 

 コンセプトを明確にするとともに、ターゲットの絞り込みが必要である。 

 国内の旅行者は、中高年の個人客（ゆっくり時間やお金をかけて上質な旅を楽しむ層）

が第一ターゲットとして考えられる。 

 伝建地区の町並み（歴史的・文化的・建築的なもの）、五十崎地区（小田川～大洲和紙

や町並み、田園風景など）、石畳地区（村並み）、小田深山、泉谷の棚田（山並み）など、

日本を体感することのできる様々な観光素材をガイドとともに、あるいはフットパスや

レンタサイクルなどで多様な楽しみ方ができる内子は、海外（欧米系）からの来訪者に

とって魅力的なゾーンと言える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コンセプトとターゲットの絞り込みができた時点で、ターゲットに、｢ゆったりとした

時間を楽しんでもらい、かつお金を使ってもらえる｣メニューやプランを作る。そのた

めには人を育てる、仕組みを作るなども必要である。 

 コンセプト設定⇒ターゲットの絞り込み⇒メニューやプランの作成を、トータル・プラ

ンニングすることが必要である。この一連の取り組みがあって、はじめて「BECAUSE 内

子｣と答えることができ、数ある他の観光地の中から｢内子｣を選んでもらうことが可能

になる。 

 

 

WHY 内子？ に答えるために 

内子町のこれからの観光が目指すものは？ 

質にこだわる個人型の観光客の獲得 

何をすれば、ターゲットの「WHY 内子？｣に答えられる？  

ゆったりした時間を楽しみ、お金を使ってもらえる 

メニュー・プランを作成することが必要 

質にこだわる個人型の観光客とは？ 

ターゲット(属性・出発地など)を明確にすることが必要 

「BECAUSE 内子～」と答えることができ、 

選んでもらえる｢内子｣になる 
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２．ゆったりとした時間を楽しみ、お金を使ってもらえるメニューやプランづくり 

 

（１）体験型観光のメニューの整備 

 

 内子の魅力を満喫してもらうには、「ゆっくり

時間をかけて町を楽しむ」こと。 

 「ゆっくり時間をかけて、面白さがわかる」

ためには、体験型観光のメニューの整備とと

もに、ガイドやインストラクターの育成が欠

かせない。（農業（収穫）、紙漉、凧揚げ、木

蝋造り、ソーセージ作り、パン作り、禅寺修行体験など） 

 内子の町を「ゆっくり時間をかけて楽しむ」ためのビジターセンターの役割を持つ場所

が必要である。 

 

（２）観光客に｢内子ならでは｣｢内子らしさ｣の学習の機会を提供 

 

 内子の自然や歴史、文化、暮らしの様子や食、遊び（凧あげ）など、「内子ならではの

もの」「内子らしいもの」を事前または事後に学んでもらう機会（場所）を提供し、「よ

り深く」「より、ゆっくり」内子を楽しんでもらう仕組みを作ることが必要である。 

①「川とまちと在の歴史」 

②「遊びの歴史」 

  ③「食の文化」 

④「里山での暮らし」 

⑤「山の渓谷を歩く」 

⑥「里山を歩く」 

 ビジターセンターの役割を持つ場所を、学びの場として活用する。 

 また、観光客に内子を「学んでもらう」ためのガイドやインストラクターの育成が必

要である。 

 

３．「ゆったり」と快適に楽しんでもらうための「観光の環境」整備 

 

（１）二次交通対策 

 

 レンタカー、レンタサイクルの整備等を含めた二次交通対策が必要である。（内子から

石畳の宿まで約14㎞。例えば、廃自転車のリサイクルによる小回りのきく観光。五十
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崎地区もフットパスやレンタサイクルの活

用） 

 今後、海外からの旅行者をターゲットのひと

つとして据えるのであれば、二次交通対策が

絶対に必要である。 

 

（２）ビジターセンターの整備 

 

 観光客に、「ゆっくり時間をかけて楽しんでもらう」ためには、内子の自然や歴史、文

化、暮らしの様子や食、遊び（凧あげ）など、「内子ならではのもの」「内子らしいも

の」を事前または事後に学んでもらう機会（場所）として、ビジターセンターが必要

である。 

 ビジターセンターとして、旧内子町図書館を活用することを検討することも必要であ

る。 

 ビジターセンターで、内子町全域の自然（地形・地質・動植物）や、歴史、生活文化

などの情報を展示・案内し、ここを拠点として内子町内の各エリア（八日市・護国の

町並みや、五十崎地区、石畳地区、小田深山や泉谷の棚田など）に来訪者が足を延ば

せる仕掛けを作る。 

 

（３）観光客導線を誘導するサインの整備 

 

 内子のまち中を「ゆっくり、より深く」歩いてもらうためには、まち中の案内板等の

整備が必要である。 

 

（４）その他ハードの整備 

 

 まち歩きコースの作成や体験プログラム、ガイド・インストラクターの育成、食や特

産品の開発などのソフトの整備と連動したハード整備も必要である。 

 

（例） 

・ぼんやりできる場所（棚田）…お茶を飲んでくつろげるスペース。 

・遊歩道（流行のフットパス）の整備（小田深山）※オフシーズンの活用法検討 

・町内観光看板の整備（少なくとも英語表記を加える） 

・ワインづくりに伴ったワイン・レストラン、オーベルジュの整備 

      など 

 

©プロジェクトA.Y 
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４．ソフト、ハードの整備と連動した、情報発信機能の強化・整備 

 

（１）観光窓口のワンストップ化 

 

 町内観光のワンストップ化窓口を整備する。 

・着地型観光メニュー提示・受付・手配一切 

・宿泊施設（様式別・料金帯別）紹介 

・エージェントとの窓口の一元化 など 

 国際観光のニーズが、ますます高まる中、ワンストップ化窓口とともに、外国人観光

客に対応できる（Ｖ案内所）等の整備も必要。 

 

（２）海外からの観光客に対応するための多言語化にかかる整備 

 

 観光情報・広報等情報発信の整備（特に外国人旅行者用）、活用が必要 

・知られざる観光地ガイド本作成。 

・外国人用ホームページ整備（飛騨高山を例に） 

多言語化：英語・中国語・ハングル（仏語・独語・ロシア語・スペイン語） 

成田・羽田・関空等の主要空港からどうやって「内子町」に来るか道筋の紹介 

ＪＲ・レンタカー・高速バス等（運賃・切符の買い方等も説明） 

・外国人が泊まれる宿の紹介（施設） 

 例えば、「石畳の宿」や「月の家」など 

・外国人向け町内マップの作成 

観光地・おみやげ・食事・居酒屋・セルフクリーニングの位置表示 

 旅館等宿泊施設に外国語の接客マニュアルの整備・備置が必要 

入浴方法、畳では靴をぬぐ等々、日本の文化に根ざした慣習的な部分を説明したマナ

ーブックの作成が必要。 

 

５．内子町の観光トータル・プランニング   

  

 上記の１～４を踏まえ、これらを実施していく上で、いつ、誰が、何を行うかを明
確にするとともに、ソフト＆ハードが連動させながら短期・中長期に取り組んでい

くためには、トータル･プランニングと、その実施計画書の作成が必要である。 

 また、実施計画書の作成に向けて、実施計画を協議・検討する組織として、町内の
関係者に、外部の有識者、コンサルタント等を加えた組織「内子ツーリズム推進協

議会（仮称）」を発足させることも必要である。 
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３－２ 内子町個別観光資源への提案 

 

（１）内子地区（八日市・護国の町並み周辺）（☚本事業で委員による視察） 

 

 

活用に関する提案 

 

◆内子の観光の核となる八日市護国の町並みの（町並み）見せ方・楽しませ方の見直し

が必要。 

 

①見せ方・楽しませ方のベースとなるのが、ガイドによる案内であるが、観光客のニー

ズに合ったガイドが必要 

団体客へのガイド  30分～長くても１時間程度と時間が限られているため「駆

け足」になってしまう。 

 その影響で地域内観光消費額は低い 

個人客へのガイド  ２時間程度 

 途中、特産品やスイーツなどの「食」や体験を組み込んだ2

時間程度の「まち歩き」により、観光消費額は増加する。 

①地域の味を試食・試飲できる（地域産品を使ったお菓子等） 

②地域の暮らしぶりなどを見学・体験できる（木蝋づくりの見

学）など、参加者の「五感」（見る・聞く・触る・食べる・嗅ぐ

など）をフルに使ったものは、満足度が高くなる。 

観光資源の内容 
地域から提案された活用案 

（活用のイメージ） 
備考（課題） 

八日市護国町並

み保存地区及び

地区内施設 

住民の生活の場であるが、観光客

を対象にした店舗が15軒に増え

た。立ち寄り箇所は増えている。 

伝統的な建造物群を鑑賞したい

観光客がゆっくりと散策する。宿

泊して、早朝や夕暮れの散歩など

を楽しむ。 

滞在時間が少ない通過型。 

団体客が多いため、喧噪と時間帯に

よって過密状態が生まれている。 

保存地区を除く

内子市街地の拠

点（内子座、商

いと暮らし博物

館、高橋邸） 

希少価値の建物を鑑賞する。 滞在時間が少ない。 

いつも同じ状況。企画展が少ない。 

参加型、体験型の仕組み作りが必要。 
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● 個人客がガイドに求めるニーズは多様化している。上質のガイドを求めるため、ガ

イドのレベルアップが必要。（ボランティアではなく、ガイド料をもらうことを前提

とした質の高いガイドの育成、移行が急務。） 

● ガイド内容も、町並みの歴史や建造物のことだけを語るのではなく、「蝋」で財を成

したまちの暮らしぶり、人、内子の店の情報などを案内の中に付け加えてもらうな

ど、のストーリーがわかるとガイド内容が膨らむ。「知識」とともに、「お客様を楽

しませる会話や応対の技術のアップ」「ホスピタリティのさらなる醸成」が求められ

ている。ガイドの質の均質化も必要。 

● 上記の組み合わせで、プログラム化（メニュー化）することも必要。（町並みや施設

の見学と食（食事や甘味）、体験等を組み合わせたまち歩きプログラムの作成） 

● 町並み駐車場をベースにしたガイドの実施（町並駐車場のベースにガイドが常駐し、

ある程度の数（希望者）が集まればその集団をガイド引率するといった形態の実施） 

● 現在育成中の外国人誘客のための通訳、案内人（ガイド）のさらなるレベルアップ

が必要。民宿など宿泊施設のスタッフも簡単な英語・身振り手振りで外国人と意思

疎通ができる程度になるよう、講師を招いて勉強会を実施する。 

 

②町の歩き方（コース）に回遊性を持たせる仕掛けが必要。 

 

● ガイドと歩くコースを含め、八日市護国の歩き方（コース）の見直しが必要である。

特に個人の場合、町並駐車場に駐車した場合、町並み⇒内子座の一方方向型の動線

になっている。同じコースでは帰路の興味が半減するので、帰路のコースを工夫す

ると回遊性が生まれる。 

（案） ・行きは建物を主に巡り、帰りは路地を巡りながら帰る 

・行き帰りを表通りと路地をジグザグに散策する 

・「どぶろくの店」など地産地消型の産品を売るお店（例えば、大洲和紙の店、

地元の素材を使った手工芸品の店、地場の食材を提供するレストラン、産直

市場（宅配可能な）等）を覗きながら帰る、等といったもの等） 

● ガイド無しの場合も、八日市・護国の町並みを「深掘りしてもらえるような」町歩

きマップが必要。 

 

③町中の見せ方の工夫、仕掛けが必要である。 

 

● 町の飾り付けに、内子の地場産品「大洲和紙」「木蝋」「自在鋼房（＋野の花）」の作

品などを活用した作品を町中ギャラリー（特に路地に展示）として展示し、周遊性

を高める。 
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（案） ・ ろうけつ染めをした大洲和紙の凧を、まち中の各戸の壁に飾る。 

→デザイナーが製作、あるいは若手デザイナーの競作など、プロのデザ

イナーによる参加型で取り組むことが、内子の情報発信になる。 

・ 俳句や五行詩を書いた大洲和紙を町の各戸に野の花とコーディネートし

て飾る。 

→「五行詩コンテスト」や女子高校生による書道コンテストなど、地域

内外の人による参加型が好ましい。 

・ 自在鋼房+ガラスで花入れを製作し、野の花を路地に飾るなど、路地に入

りこむ魅力づくりに結びつける。 

 

④食の発信・ネットワークが必要 

 

● 町並みの中、周辺の食の情報提供が十分でない。（何が美味しいのかソフト提案が十

分できていない） 

● 「食」のネットワークが不十分（何が内子の「味」「名物料理」なのかが現状では分

かりにくい） 

 

⑤土産物（特産品）の開発や提供への工夫が必要 

 

● 大洲和紙の店、地元の素材を使った手工芸品の店、産直市場（宅配可能な）等地場

産品の店にこだわった店の開発。地場産品にこだわるのは地元の人が潤わなければ、

町を盛り上げていこうとするモチベーションが生まれないし、そこで得た利益をま

た、町作りに還元していくという循環が生まれてこないからである。さらに付け加

えれば、こういった地場産品のＮＥＴでの情報の提供（ＮＥＴ販売も）を町並みの

情報提供（観光情報）の場と併せて行っていけば、商品を買いたい人が来訪するこ

とで、滞在時間の延長などの相乗効果がある。 

● 紙や蝋燭等の地域産品の見直し（明かり、ろうけつ染め、鍛冶などの日本ならでは

の生活アートを少しリプロダクト） 

● 町中の民家を活用した和のアートギャラリーや販売コーナーの検討 

 

⑥町内と他のエリアとの連携がさらに必要 

 

● 内子フレッシュパークからり・五十崎地区・小田川との連携がもっと必要 

（たとえば、旧内子町立図書館の活用として、「道の駅内子フレッシュパークからり」

の出店が開設できないか。（難しいかもしれないがオープンカフェのようなコーナー

など） 
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⑦情報発信方法の検討 

 

● 駅前の「旅里庵」の機能を再検討し、「情報発信｣の核として活用する。 

・現状では、案内所がメインなのか、土産物販売が主なのか、「旅里庵｣の機能、位

置付けがあいまいである。 

・ＪＲ内子駅の隣という場所柄、ＪＲの列車待ちの休憩＆喫茶の機能もあるといい。 

● 内子町（全般）を、「ゆっくり、より深く楽しんでもらう」には、情報発信機能とと

もに、コンシェルジュ機能（内子の旅の楽しみ方を企画・提案）が必要である。 

● 今後は外国人観光客に対応ができる機能整備（Ｖ案内所としての整備など）も視野

に入れる。 

● 内子のまち中を「ゆっくり、より深く」歩かせるには、まち中の案内板等の整備が

もう少し必要である。 

 

「ビジット･ジャパン案内所（略称：V案内所）」 

全国各地で観光客に情報を提供

する対面式の案内所のうち、外

国語を話すスタッフが常勤す

る、外国語パンフレットを常備

する等、外国人観光客が利用し

やすい環境を整えた案内所につ

いて、国際観光振興機構（JNTO）

が指定しているもの。 

愛媛県内では、 
道後観光案内所等

６箇所が指定され

ています。 
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（２）五十崎地区（☚本事業で委員による視察） 

 

観光資源の内容 
地域から提案された活用案 

（活用のイメージ） 
備考（課題） 

五十崎凧博物館

と五十崎地域 

世界の凧、日本の凧を鑑賞、凧揚

げを体験できる。伝統工芸品の認

定を受けている大洲和紙がある。 

情報発信力が弱い。 

内子市街地との連携、観光ルートが

できていない。 

 

 

活用に関する提案 

 

◆五十崎地区の町並み・農村風景・小田川、地場産業を楽しみながら周遊できる仕掛け

が必要。 

 

①五十崎地区におけるフットパスコースの整備 

五十崎地区には、五十崎の町並み・農村風景（村上邸・栗田邸など）・小田川の景観・地

場産業（天神産紙・亀岡酒造など）、五十崎地区など、自然・歴史・生活文化・地場産業・

環境などを複合的、多様に楽しめる観光資源が多数ある。 

これらを徒歩で巡りながら地域を楽しむ「フットパス」のコースを整備する。フットパ

ス」コースの整備は、「まち歩き」が魅力の内子地区とはまた違った、五十崎地区ならでは

の町・里歩きにつながり、広域で内子を楽しんでもらう契機となる。（レンタサイクルの可

能性もある） 

 

● 「フットパス」コースの作成・整備（案内板など） 

● 「フットパス」マップの作成 

● 案内板・休憩箇所・トイレ等の整備 

 

「フットパス」 

イギリスを発祥とする“森林や田園地帯、古い街並みな

ど地域に昔からあるありのままの風景を楽しみながら歩

くこと【Foot】ができる小径（こみち）【Path】”のこと。

近年、日本においてもさまざまな地域において、各々の

特徴を活かした魅力的なフットパスが整備されつつあ

る。 出典：札幌市 HP 
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②小田川⇒大洲和紙⇒五十崎凧博物館のストーリー化が必要 

 

● 現状では、小田川と大洲和紙、五十崎凧博物館との関連が、他所からの観光客には

わからないので、和紙づくりの見学・体験⇒和紙での凧作り⇒マイ凧を小田川河川

敷で上げるなど、五十崎と大洲和紙との関連を一連の流れの中で体験してもらうこ

とができる仕組みづくりが必要。 

 

● 凧を体験メニューとして活用（字凧の書き方講座・凧上げ名人による凧の揚げ方講

座など） 

 

③内子地区の八日市護国の町並みとの連携強化 

 

内子地区八日市・護国の町並みとの連携が、現状では観光客にはわからない。例えば、

内子地区で、内子町全体の自然・歴史・文化・生活・食などをトータルに知り、周辺に送

り出すビジターセンターなどの機能があると、周遊性拡大につながりやすい。 

 

 

（３）石畳地区（☚本事業外で、GMT研究所とコンサルタントによる視察） 

 

観光資源の内容 
地域から提案された活用案 

（活用のイメージ） 
備考（課題） 

石畳のむら並み

博物館 

古民家を移築した宿泊施設「石畳の宿」

や水車の回る川、しだれ桜（愛媛県指定

天然記念物）、屋根付き橋などがある。

それらを巡り、手打ちそばを食べる。 

予約制の制限がある。 

 

 

活用に関する提案 

 

◆ 古民家を移築した宿泊施設「石畳の宿」、水車・屋根付き橋などを回り、内子そ

ばを食べる等、ゆっくり過ごすことがこの地区の魅力である。必要以上のことを

しないで過ごすことを提案するのも一案） 

◆ 石畳の宿で内子産の蕎麦・摘み草などを使った料理を提供しているので、「食の

魅力」に関してもっとアピールすることが必要。（内子エリアの下芳我邸でも石

畳の宿と連携して、内子産の蕎麦を使うことを検討中） 

◆ 欧米の外国人旅行者、旅行者の目線で見ると評価が高い。（現在も、４～５年前
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よりオランダ人観光客が継続的に来訪している）外国人旅行者の来訪を増やして

いくには、内子からの公共交通によるアクセスを整備していくことは必須である。 

 

（４）小田深山 

 

 

 

活用に関する提案 

 

◆ 小田深山をゆっくり歩かせるためには、自然や環境等に関する知識を持った質の

高いネイチャーガイドの養成と、複数のネイチャーコース、コースマップなどの

整備が必要である。（必要以上に手を加えないことが大事） 

 

（５）うちこグリーンツーリズム協会の活動 

 

観光資源の内容 
地域から提案された活用案 

（活用のイメージ） 
備考（課題） 

うちこグリーン

ツーリズム協会 

平成21年度から地元の里山をめぐる旅

行プランを発売して、誘客につとめてい

る農村で宿泊や。特区を使ってのワイ

ン・どぶろくづくりへの取り組み 

 

 

 

  活用に関する提案 

 
◆ 町内のグリーンツーリズム関連の宿泊施設は、農家民宿という言葉が持つイメー

ジを超えたレベルにあるものが多い。八日市・護国の町並みにある施設は民宿と

いうよりも「町家スティ」という呼び名のほうがふさわしいし、郊外の農村エリ

アにある民宿も個性的なものが多いので、「民宿」以外の呼び方の検討が必要。 

◆ 特区を活用したワインづくりに並行した本格的「内子イタリアン」への取り組み

観光資源の内容 
地域から提案された活用案 

（活用のイメージ） 
備考（課題） 

小田深山 海抜750m～1,560m。国有林4,416haの

中、県立自然公園四国カルスト圏内に位

置し、安芸貞渕など約10kmの散策道は

奥入瀬のような趣がある。 

今後ガイド養成をして、ガイド

ともに歩くようにする。他のル

ートも散策可能とするが、現在

できていない。 
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も必要。 

 

● ワインと食（内子産の野菜や豚の加工品などを使った「内子イタリアン」）の連携 

● 農作業の体験（野菜や果汁の収穫体験、加工体験など） 

● 農産物や加工品の販売コーナー 

 

（６）旧内子町図書館の活用に関して（☚本事業で委員による視察） 

 

活用に関する提案 

 

◆旧内子町図書館の観光交流事業での活用 

 

①内子町のビジターセンターとしての活用 

 

● 旧図書館を内子についての情報提供、地域への案内ができるビジターセンターとし

て活用する。内子町全域の自然（地形・地質・動植物）や、歴史、生活文化などの

情報を展示、案内し、ここを拠点として内子町内の各エリア（八日市・護国の町並

みや、五十崎地区、石畳地区、小田深山や泉谷の棚田など）に来訪者が足を延ばせ

る仕掛けを作る。 

● ビジターセンターで、各エリアの体験メニュー・ガイドなどの案内を行ったり、各

エリアのガイドやインストラクターと協力して、新たな体験プログラム等の企画も

行う。 

● 地域住民同士、地域住民と来訪者の交流拠点として活用する。 

● 内子住民が、地域を知る場所、あるいは地域の人による研究や調査を発表する場所

として活用する。 

 

  ただし、内子町全体のビジターセンターとして活用していくには、スペース的には少

し手狭なので、ビジターセンターのハブ施設として位置づけ、例えば内子エリアであれ

ば、「商いと暮らし博物館」「木蝋資料館 上芳我邸」「八日市・護国町並保存センター」

など各エリアにある既存の資料館や博物館などを、サブ的なビジターセンター施設とし

て位置づけ、展示などを工夫し活用する。 

 

②内子エリアの休憩拠点施設としての活用 

 

  旧内子町図書館をビジターセンターとして活用を検討するとともに、内子エリアの休

憩拠点としての活用も検討する。 
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  現在、｢内子座｣の活用は限られているが、平成22年度には公募で決定した新座長のも

と、新たな活用案が検討され、｢内子座｣を使った催し物が増えた場合、このエリアにお

ける休憩(簡単な喫茶機能)箇所としての要素が必要となってくる。 

 

◆ 旧内子町図書館と｢旅里庵｣の機能分担 

  旧内子町図書館をビジターセンターとして活用する場合、JR駅前にある｢旅里庵｣との

機能分担を明確にすることが必要である。｢旅里庵｣の機能を、来訪者に観光情報を提供

する（着地型観光メニュー提示・受付・手配一切、宿泊施設（様式別・料金帯別）紹介）、

エージェントとの窓口の一元化など）機能にし、ビジターセンターの持つ機能との、機

能分担を明確にし、来訪者にとって利用しやすいものにする。 

 

◆ 内子エリアでの導線の整備 

  旧内子町図書館をビジターセンターとして活用、｢旅里庵｣を来訪者に観光情報を提供

する場所として活用する場合、いくつかの課題が残る。 

  例えば、現状では、来訪者の町の巡り方は、八日市・護国の町並み保存センターの近

くにある駐車場に車を止め、そこから町並みを散策することが圧倒的に多い。このよう

な来訪者の動きの中で、中間地点に位置する旧内子町図書館や、周遊エリアとは、やや

離れた場所にある「旅里庵」などを、来訪者が利用しやすいものにするには、導線の整

備や、導線整備に伴う情報の発信等も併せて進めていく必要がある。 

  

・来訪して最初に諸々の情報を確認する「ビジターセンター」として、見たものを再度確

認する「ビジターセンター」あるいは、内子町内の次のエリアに行くための情報を得る

場所としての「ビジターセンター」など、どのように使ってもらう「ビジターセンター｣

にするのか、そのコンセプトや、仕掛けづくりは時間をかけて検討すべきである。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

「ビジターセンター」（英: Visitor center） 

国立公園や国定公園などにおいて、その自然（地形・

地質・動植物）などの情報を展示・解説し、公園の利

用案内を行っている施設のこと。 
・案内（国立公園や国定公園における自然や地理、動

植物などの案内や、国立公園や国定公園の利用の案

内） 

・情報提示（自然(地形・地質・動植物)などの情報を、
ビデオ、写真、または模型などの展示品を使って提

供。図書館機能など） 
・体験（自然体験プログラム等を実施） 
・調査・研究（その地域の自然などの調査・研究を実

施。その母体はビジターセンターの運営団体であっ

たり、有志の団体であったりする） 

石見銀山世界遺産センター 


