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１．事業概要 

 
１－１ 事業の目的 

 
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・人との出会いや、地域での体験（＝着地型の旅行）を求める交流型・個人型へと

転換しており、旅行者のニーズは非常に多様化している。 

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阿南市を選定し、阿南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、阿南市の観光振興

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） 

 

徳島県阿南市（阿南市観光協会） 

 

阿南市
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徳島県阿南市は、徳島県の南東部に位置し、蒲生田岬は四国最東端の場所としても知

られている。東は紀伊水道と太平洋に面し、室戸阿南海岸国定公園の北端である。また、

市内には県内一長い河川の那賀川河口があり、桑野川が市内を貫流する等豊かな水資源

に恵まれている。平成 18 年 3 月には、那賀川町、羽ノ浦町を編入し、現在の市域が形

成された。 

阿南市富岡町周辺は、古くから城下町として栄え、現在も市の中心市街地となってい

る。また、阿波３港のひとつとして栄えてきた橘港を擁する橘町には、副都心的市街地

がそれぞれ形成されている。古代から漁業の根拠地であった臨海部は、今日では工業開

発の拠点として発展している。市内には、発光ダイオードで有名な「日亜化学工業」や

｢王子製紙｣、「四国電力阿南発電所（石油・石炭）」等の工場がある。蛍光体や発光ダイ

オードの国内外の一大産地で、徳島県 LED バレイ構想（LED 光産業集積計画）の中心地

と位置づけられている。 

主な見所は、四国八十八カ所の 21 番札所「太龍寺」、22 番札所「平等寺」や猫神様

で知られる｢お松大権現｣、｢椿泊の集落｣等の歴史・文化資源、四国最東端の「蒲生田岬」

や「阿波の松島」と呼ばれる多島美の橘湾、那賀川、北の脇海水浴場など歴史や自然資

源に恵まれている。近年では、発光ダイオード（LED）のまちとしても知られている。

また、平成 19 年からは四国初のナイター付両翼 100m 級野球場「アグリあなんスタジア

ム」完成を機に「野球のまち阿南」として飛躍を図っている。さらに、魚介類(ハモ・

クルマエビ・アワビ・サザエなど)や、大阪や京都の市場での評価が高い｢タケノコ｣な

ど、豊富な食資源を有している。蒲生田岬近くには｢かもだ岬温泉｣もあり、多種多様な

観光資源を有している。 

このように、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

しての魅力を阿南市は十分発揮できているとは言い難い。 

その理由として、以下の理由が挙げられる。 

 

● 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） 

● 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。 

● 新たに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 

 

応募事業者である阿南市が取り組んでいる観光振興の様々な課題に対し、有識者（旅

行事業者・交通事業者・学識者など）からなる「阿南市観光まちづくりアドバイザリー

会議」を３回実施し、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

アドバイスを有識者が行った。 

 
阿南市観光まちづくりアドバイザリー会議委員名簿 

所属　・　役職等　 氏　　名 備　考

四国ツーリズム創造機構　事業推進本部長 平尾　政彦

徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部　助教 真田　純子

（株）ジェイティービー西日本国内商品事業部　地域統括部長 浅谷　聡

四国旅客鉄道（株）　営業部　担当部長 榎本　通也

四国地方整備局　事業調整官 山地　秀樹

四国運輸局　企画観光部長 清水　一郎
 

 
阿南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 23 年 12 月 6 日(火)  

阿南市役所会議室 

阿南市内（現地視察） 

・阿南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（光のまちステーションプラ

ザ、牛岐城趾公園） 

第２回 平成 24 年 12 月 7 日(水) 

阿南市内（現地視察）  

・現地視察の実施（津峯神社・公園、J パワー

電源開発（株）橘湾火力発電所、かもだ岬温

泉保養センター、蒲生田岬、椿泊地区） 

・委員との意見交換 

第３回 平成 24 年 2 月 27 日（月） 

阿南市役所会議室  

・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 

 

 

１２月 

 

 

１月 
 

 

２月 

 
 

３月 
 
 

４月～ 
 
 

 

アドバイザリー会議の提案書の作成 

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 24 年 2 月 27 日（月） 

阿南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 

12 月 6 日（月）～7日（火） 

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：平成 23年 12 月 6 日（月） 

開催日時：（会議）13時 30 分～15時 30 分 

     （視察）16時 30 分～18時 00 分 

開催場所：阿南市役所会議室 

実施概要： 

阿南市商工観光労政課課長補佐山脇氏より、「阿南

市観光マーケティングシート」に基づき、阿南市

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

及び阿南市関係者との意見交換を行なった。 

会議終了後、光のまちステーションプラザ、牛岐

城趾公園の現地視察を実施した。 

 
会議の様子 

 
光のまちステーションプラザ視察 

 

 

○阿南市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 24 年 12 月 7 日(水) 

開催日時：8時 00分～17時 00 分 

開催場所：阿南市内の視察 

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、

阿南市岬エリアの魅力の活用可能性、ＬＥＤや発電

所などの産業観光への活用可能性、それぞれに関す

るコンセプトやターゲットの設定であった。 

視察後、視察の感想などの意見交換を行なった。 

 
J パワー電源開発（株）橘湾火力発電所 

 

 
椿泊地区 

（１）視察行程 

時間 内容 視察チェックポイント 

8：00 出発  

8：30 

9：30 
津峯神社・公園（リフト） 

・橘湾の展望、歴史ミステリーの活

用可能性 

10：00 

11：30 
J パワー電源開発（株）橘湾火力発電所 

・産業観光としての活用可能性 

12：00 

 

12：30 

かもだ岬温泉保養センター 

かもだカフェ 

（昼食）はも天あなん丼 

・健康・保養をテーマにした施設の

活用 

・地域食材を使ったメニュー 

・四国最東端の魅力、ターゲット、

具体的な活用方策等の助言 

13：00 

 

 

13：40 

蒲生田岬 

13：50 

14：50 

かもだ漁港～（渡船）～椿泊小学校前 

椿泊地区を散策 

・交通手段としての可能性、観光へ

の活用 

16：00 

17：00 

第２回阿南市観光アドバイザリー会議 

（阿南市商工業振興センター） 

 

 



 12

（２）視察後の所感・提案 

①光のまちステーションプラザ 

・「光のまち阿南」を全国的にＰＲする拠点施設として平成 18 年

にオープン。 

・１階はＬＥＤを使った商品や市内の特産物の展示販売、ＬＥＤ

工作や竹人形の体験工房。２階は阿南市の光のまちづくり事業

の歴史紹介コーナー、ＬＥＤオブジェの常設展示。 

・恋人の聖地にちなんだ「恋のお守り」も販売。 

 

真田委員  この施設の目的がよくわからなかった。LED 関連のビジネスで来た人には、

「こんなものがあるのか」という宣伝にはなると思いましたが、観光で訪

れるには、美しさが足りません。ついでに言うと、阿南駅のイルミネーシ

ョンもセンスがいいとはいえません。 

浅谷委員 期待したい施設としては 

 なぜ阿南市が光のまちとして発展を期しているのか 

 ＬＥＤを利用した商品のラインＵＰを増やせないか 

 恋のお守りに裏ストーリーを付けて仕掛け 

平尾委員  日中でも見学可能なＬＥＤ視察個所として有望。ＰＲには世界一とかオン

リーワンを使用したい。 

 お土産を買いたい人も多いので充実が望まれる。 

山地委員 

（代理 ･坂

井） 

 産業イメージも理解できるが、観光という視点では「光のまちステーショ

ンプラザ」というのはイメージが堅いと思います。（例えば、「光のしあわ

せ広場」など） 

 産業ＰＲと観光のスペースをはっきり分けるべきである。（目的の明確化） 

 恋人の聖地の後（前）に必ず立ち寄ることを前提（セット）に、リンクし

た施設整備を考えるべきである。（例えば、恋人の聖地側に、メッセージ

として「光のまちステーションプラザに行くと幸せが待ってるよ！」とい

うように掲げ、魅力ある恋人コーナー、お土産コーナー等を設置）（魅力

ある施設は、学生など 20歳代の生の声を聞くことが重要） 

 イルミネーションスポットマップの設置も必要である。（もう少しイルミ

ネーションの充実を図ったうえで、徒歩散策コースなどの設定） 

 イベント、結婚式などの実施状況写真の展示も効果的である。（リピータ

確保） 

 お金が落ちることが重要であり、若年層に魅力のあるお土産を置くべきで

ある。（恋人をイメージしたストラップ、光・恋人をイメージしたお菓子、

写真を入れた恋人認定書などを竹によるフレームに入れて販売（恋人の聖

地で撮った写真をその場で出力）、幸せのＬＥＤ製品・竹細工製品など） 

 若年層をターゲットに、観光地・宿泊施設・飲食店（グルメ）などと連携

した観光戦略基地として活用することが必要である。（「ここへ行くと幸せ
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になれるよ！」というメッセージを発信） 

 夜に訪れ、飲食し、宿泊するという戦略が重要である。 

清水委員  ＬＥＤオブジェなどの充実が必要。過去のイベント実績の写真より、ＬＥ

Ｄの本場に来ており、その「ステーションプラザ」であるので、ＬＥＤの

魅力を十分に堪能できる核施設として充実させて欲しい。特に女性は色に

敏感であり、装飾・配色・動きなどに配慮して。 

 来客者が作成した上でお土産にできる仕組み。例えば配色や形を来客者が

選択できて作成する自作ライトなど。 

 料金表示がないので入りづらい。（入館無料と表示してはどうか） 

 駐車スペースは普通車６台が限界（止め方によっては３台）。駐車スペー

スの確保ができないか？ 

 １階にＤＶＤがあるが、他に音声による案内がなく、また、体験施設も 1

つだけ。見るだけにとどまり子供も楽しめる工夫が必要。 

 ２階の展示場（壁面）には年代毎のパネルを掲示しているが、余分なスペ

ースが残っていないので今後展示の内容を検討する必要がある。 

 ＪＲ阿南駅に近接しているにも関わらず駅からの案内が小さくわかりづ

らい。 

 初めての人には体験工房の利用の仕方がわからない。（こんな体験ができ

ますというのをＤＶＤ等で放映（ＰＲ）してみてはどうか） 

②牛岐城趾公園 LED ライトアップ（恋人の聖地） 

・戦国時代には、阿波守護細川氏の武将新開氏の居城「浮亀城」

があり、江戸時代には蜂須賀家の家老、賀島氏の居城があった、

城下町阿南の中心地。 

・夜は頂上に常設されている『キラキラ・ドーム』や『願いの木』

と名付けられた LED によるイルミネーションが輝く。日没～22

時まで毎日点灯。 

・公園管理棟で「願いの実」を配布し、願いの木に結べる。 

 

真田委員  階段が光っている観光協会の絵はがきの写真は見応えがありますが、ドー

ムだけでは物足りない感じがしました。また、ドームは足の部分が太すぎ

て、構造物としてのバランスは良くないです。 

浅谷委員  定時に行われる音楽とイルミネーションの展開など市民・県民にもアピー

ル不足ではないか。時期や休日などに出前 CAFÉ などスケジュールしたり、

自由な表現の場として街角ミュージシャンなど賑わいを演出検討が必要。 

平尾委員  ライトアップということで宿泊者に限られるので、逆に、ホテル、旅館な

どからの無料送迎をすることで宿泊の魅力づけとなる。 

 ほかの恋人の聖地との相互宣伝方式が手っ取り早いＰＲになる。 

山地委員 

（代理 ･坂

 名称は、公園よりも恋人の聖地をメインに考えた方が良いと思います。（例

えば、「光輝く恋人の聖地（牛岐城趾公園）」） 
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井）  施設整備として、しあわせベンチ、しあわせの鐘、天使のイメージキャラ

クターなどもおもしろい。 

 ここに来ると、こんな幸せになれるというメッセージが欲しい。 

 ガイドがいないことを前提に、案内（説明）看板が必要である。（他の施

設も同様） 

 幸せスポットを案内するマップの設置（周遊できるよう各所に） 

清水委員  ＬＥＤの下で映えるようなマルシェ的な物販の仕組み。 

 牛岐城趾公園以外にＬＥＤスポットを増やし、点と点を繋げるマップを作

成し、阿南市街全体をＬＥＤのスポットとしてのブランディングを向上さ

せる。 

 公園入り口の交差点が複雑でわかりにくい。（駐車スペースも含め） 

 公園自体の開園時間が不明。 

 牛岐城趾公園＝恋人の聖地をアピールする方法を検討する。 

③津峯神社・公園・岩窟 

・標高 284 メートルの津峯山一帯が公園になっていて、室戸阿南

海岸国定公園の一角をなす景勝地。好天時は鳴門海峡や和歌山

までも見えることがある。山頂からは、「阿波の松島」とうた

われた橘湾を望める。 

・津峯神社は、賀志波比売大神を祀っている古社で延命長寿と交

通安全の守神として信仰を集める。 

 

榎本委員  橘湾に映える朝日が美しい景観を形成。阿南駅に近いこのエリアは周遊ル

ート上の最初に位置づけ、日の出から早朝の時間の「お奨めスポット」と

してアピールする。 

 イメージ露出のため良質な風景写真を制作し、市観光ウェブサイトトップ

ページでのイメージ写真や、都市計画部署の景観行政とも連携した「市景

観 10選」などでアウトプットを行う。 

真田委員  年配の方の観光には向いているかもしれません。ウォーキングツアーなど

で使えると思いました。 

浅谷委員  基本的な事を整備。眺望も素晴らしいので、看板や説明文の設置から希望。

洞窟などもパワースポットとしても面白い。 

 健康の為のウォーキング道整備も出来るのでは？ 

平尾委員  天照大神の地元であることをもっと前面に出したほうがよい。 

 岩窟は校外学習向きであり観光旅行には難しい。 

山地委員 

（代理 ･坂

井） 

 景色は絶景であり、若年層、高齢者のどちらにも魅力的な観光資源である

ことを考えると、実験的に有料道路やケーブルの料金を少し安くした方が

良い。（逆に収入が増えるのでは？） 

 最低限の施設（案内標識、案内看板、説明看板など）を計画的に設置して

いくことが必要である。 

 参拝だけでなく若年層にも結びつけるために、例えば、幸せスポットとし
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て「きらきら朝日の幸せスポット」などのメッセージとともに、スリル満

点のロープウェイからの眺めや、神社からの絶景ポイントを一つのパッケ

ージ（＋ニワトリのお出迎え）として発信することも効果的である。 

 島などの説明看板も必要である。 

 縁結びの岩窟があることから、幸せスポットとしては魅力的であり、キャ

ラクター「ガンちゃん（？）など」を活用した案内（説明）看板とともに、

階段、手摺りなどの整備も必要である。（自然が売りかも知れませんが、

岩窟そのものも少し見学できるように改善し、縁結びと関連させることも

おもしろい） 

 民間であり厳しいかもしれませんが、潰れた店舗などが景観を阻害してい

る。（改装し、何か新たな観光スポットとして活用する検討も必要） 

清水委員  最近は登山ブームであり、津峯山の登山道を整備し、岩窟を周遊しながら

登り、登頂すれば「阿波の松島」の景色が見られるというストーリーを作

る。 

 朝日や夕日をからめたカフェやイベントの開催。 

 国道からの進入については表示が古くて小さくわかりにくいので新しい

表示が必要。 

 有料道路の料金が普通車で 600 円は高い。 

 下りリフトからの眺望は良かったが、乗車中の音声案内が聞き取りにくか

った。 

 岩窟への案内道はもう少し整備（階段、手すり）しないと事故が発生する

恐れがある。 

 岩窟の謂われが、その場所にあった方がわかりやすい。 

 神社を案内するガイド（神主さん、ボランティア等）がいれば滞在時間は

延びる。 

 津峯山自体を観光資源としてとらえて（その中に神社、公園、岩窟等のバ

リエーションがある）ストーリーを考えられないか検討してはどうか。 

④Ｊパワー電源開発(株)橘湾火力発電所 

・最大出力 210 万 kW の大規模石炭火力発電所。単機出力 105 万

kW は石炭火力発電所としては日本一の規模で、発電した電気は

四国だけでなく、関西・中国・九州地方にも送られている。 

・一般向けには事前予約制の施設見学対応やイベントも行なって

いる。 

 

榎本委員  施設全体は近代的でスマートな反面、京浜臨海工場地帯で人気を集める、

無骨な配管設備や夜景など、一般人向けの「工場萌え」集客力は期待でき

ない。 

 学校教育向けの社会学習(電力の仕組み)や、環境学習(国定公園に配慮し

たデザイン、廃棄物処理)を対象としたテーマや見学ツールを整備する。

見学ツールとして、電光パネルなど視覚的な工夫が必要。 

 市と市内複数の企業・産業観光施設が共同し、共同見学会やスタンプラリ
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ーなどイベントを企画する。 

真田委員  委員会でも話が出たように、修学旅行向けだと思いました。ですが、CO2

を出す、化石燃料を使う、という点で、修学旅行先として選ばれるかどう

かはわかりません。 

浅谷委員  教育旅行としての受入プログラムが利用想定されます。 

 特に原子力以外の大規模発電所としては学習価値が高いと感じました。 

平尾委員  見る人は発電機の大きさなどに感動するだろう。 

 発電所の方々が視察に理解があり、コースもキチンとできているので、椿

泊、かもだ温泉、岬とのセットで校外学習のみならず大人の修学旅行にも

組み込みできる。 

山地委員 

（代理 ･坂

井） 

 産業観光の定義（歴史的・文化的に価値のある工場や機械などの産業文化

財や産業製品を通じて、ものづくりの心にふれることを目的とした観光）

からすると、少し異なると思います。 

 施設としては大規模で有効な観光資源であり、原子力問題に関連づけた修

学旅行や教育学習などに活用するべきである。また、ＬＥＤとのパッケー

ジで「原子力と環境を学ぶ」ということも効果的である。 

 遠足程度であれば可能であるが、宿泊型で考えると単体では困難であり、

体験型などと組み合わせ、コンセプトをしっかり組み立てることが必要で

ある。 

 学生がメインとなることから、会社の紹介ではなく、コンセプトに沿った

明確なメニューを考える必要がある。（来場者の目的に応じた様々なメニ

ューが必要） 

清水委員  電源開発自体が行っている施設見学を旅行商品に組み込めないか。安全確

保は十分な体制ができており、子供から大人まで安心して見学できる。（見

学者に証明書等を発行しては） 

 大型石炭専用船を停泊中に船内見学させることはできないか。（ブリッジ

から荷役の様子も見学できるのでは） 

 阿南市観光協会のHPに観光スポットとして掲載することはできないか。（J

パワー＆よんでんワンダーランドの HPに施設見学の申し込み等有り） 

⑤かもだ岬温泉保養センター・かもだカフェ 

・四国最東端の天然温泉。湯船からの眺めは、全国の秘湯を訪

れた旅人をも感動する絶景。淡路島・和歌山県を望め、秋の

良く晴れた日は大鳴門橋まで見える。 

・男湯と女湯は半月ごとに入れ替えを行っており、うみがめの

湯・さざなみの湯の眺望をどちらも楽しむことができる。 

・「かもだＣａｆｅ」は地元の住民が運営。釜あげしらす丼、生

しらす丼、獲れたての地魚を使った「お刺身定食（土・日・

祝日・30食限定）」や季節メニューの「はも天丼」を提供。「し

らす」をフライし、「ナン」の間にレタスと一緒に挟んだバー
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ガーなどのご当地グルメも開発している。 

榎本委員  蒲生田岬と椿泊地域を一体としたエリアは、歴史(阿波水軍)や自然(ウミ

ガメ産卵地)など観光資源発掘の可能性はある。「四国最東端」という位置

故に人や動物の広域活動拠点になったのではないか。地理に関わる考察を

加えた上で、「四国最東端」のイメージ発信を図る。 

 外部観光客誘致(地元市民以外)に必要な旅行要素は一般的に、(1)交通

+(2)宿泊+(3)食+(4)自然文化体験+(5)温泉、が挙げられる。この⑤の施設

は(3)(5)のサービス拠点と位置づけ、⑥蒲生田岬・⑦椿泊地区のエリアと

一体的に観光サービスを組み立てる。 

真田委員  ここの施設単体では、徳島東部の人たちが立ち寄る場所くらいの位置づけ

だと思いました。良くある立ち寄り温泉施設で、「観光」というには弱い

と思います。 

 委員会の場でも話が出たように、椿泊などと組み合わせると良いと思いま

す。 

浅谷委員  食・風呂としてのハードは品質も良く、遊び(体験)や地場産の野菜や魚な

どの買い物があればより集客力が付くのでは。 

 はも天、生しらす丼などかもだカフェでないと食べられない限定○食！な

どで料金が UPしても内容充実してプレミアム感を出した方が良い。(わざ

わざあそこまで行かなくては感が欲しい) 

平尾委員  大型バスで温泉まで入れるようにすることが必要。 

 コミュニティバスなど公共交通機関を配備し、足を確保するとマイカー以

外の需要を取り込める。 

 カフェのメニューにはさらなる工夫を望みます。良い食材があるので、た

とえば高校生を含む一般から広くメニューを募集して、競い合わせ、話題

提供とともにおいしい料理の開発をしてみてはどうだろう。 

山地委員 

（代理 ･坂

井） 

 若年層から考えると、「阿南市営」・「保養センター」と「かもだカフェ」

は少し違和感があると思われる。例えば、単純に「かもだ岬温泉」、「恋人

岬温泉」、「うみがめ温泉」、「波の詩温泉」の方が良いと思います。 

 「四国最東端の天然温泉」、「あなたと行きたい」というのも良いが、もう

少し幸せスポットとしてのメッセージや、雄大なオーシャンビューを前面

に打ち出しても良いのでは。 

 幸せスポットとしての蒲生田岬とのパッケージで考えると大きな魅力で

あり、温泉側にも恋人エリアも考えてみては。 

 民宿もあるが、入り込み客の年齢層や要望等の調査を行いながら、おしゃ

れな宿泊施設も可能ではないか。 

 若年層を考えると、ステーションプラザ同様に、お金が落ちることが重要

であり、若年層に魅力のあるお土産を置くべきである。（恋人をイメージ

したストラップ（しらすくん、波の詩・うみがめ）、恋人・うみがめをイ

メージしたお菓子、波の詩の形のフレームに入れて販売（岬で撮った写真

をその場で出力）など） 
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 特産品のしらすを材料としたお菓子もおもしろい。 

 ルートとして、「お松大権現・津峯など→かもだカフェ（食事）→蒲生田

岬→かもだ岬温泉＋お土産」が理想的である。 

 大型バスは困難であることから、将来的には道路の拡幅が必要となるが、

取り急ぎ、待避場、カーブミラー等により最低限の整備は行うべきである。 

 かもだ温泉までのお立ち寄り（撮影）スポットも検討すべきである。 

清水委員  朝日が観られるのであれば、簡易的にも宿泊施設を整備して、朝日が見え

る絶景温泉をＰＲする。 

 高級感のあるハモを単に天ぷらどんぶりにせず、伊勢エビやアワビなどの

海産物と高級感を維持するようオンリーワンの献立へと改良を行い、温

泉、宿泊とセットにしたプランを造成する。 

 かもだ岬温泉までに至る間の道路幅が狭い箇所があるため拡幅できない

か。 

 地域の物産センターとして活用する。（物産販売スペースの拡張と品揃え

の充実） 

 カフェと名乗るのであればオープンスペースも必要ではないか。 

⑥蒲生田岬・賀立神社・渡船 

・四国最東端の岬。四国で最初に朝日が見える。北寄りの砂

浜はアカウミガメの上陸産卵地でもある。また、珍しい亜

熱帯植物群落が広がる。 

・平成 22 年 9 月、波と風をモチーフにした石のモニュメント

『波の詩（うた）』を設置。ハートをイメージした空洞から

は伊島や水平線を望むことができ、新たな『パワースポッ

ト』してＰＲしている。 

・近くの賀立神社には波に乗ったウサギの木彫りが残り、古

事記の説話「因幡（いなば）の白ウサギ」の舞台が蒲生田

岬とする解釈もある。それにちなみ賀立神社には「撫でう

さぎ」が奉納されている。 

・かもだ岬温泉～蒲生田岬まで歩く「かもだ岬めぐりウォー

キング」イベントも開催されている。 

 

 

 

榎本委員  「四国最東端」らしい自然資源として、７-８月に、自然の神秘に触れる

ウミガメ産卵のエコ・ツアーが有効。自然保護に配慮するため、付近の民

宿の協力を得て上陸情報を把握しつつ、市や観光協会、ＮＰＯ等を主体に

限定的なエコ・ツアーを企画する。 

真田委員  蒲生田岬は、植生が特殊なようなので、それをわかるようにすると、ウォ

ーキングとしておもしろいと思いました。 

 賀立神社のうさぎは、安っぽくてありがたみが無いとおもいました。誰か

（有名人）の恋愛が成就した、とかいう話があれば人は来ると思います。
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（それ以外では難しいでしょう。） 

 渡船は、明らかに漁船でしたが、それがかえっておもしろかったです。海

から見る山並みも美しいので、観光コースとして使えると思います。 

浅谷委員  大池は一見、尾瀬沼の様な雰囲気。徳島の尾瀬、の様に謳い遊歩道やトイ

レ整備をお願いしたい。 

 賀立神社をはじめとする神話については一冊で周遊出来る案内パンフが

必要では。(WEB/HP も)国生みの歴史は県全体で取り組むべき。 

平尾委員  岬は四国の最東端を全面に出すことに賛成です。 

 神社のなでうさぎはもう少しありがたみのあるものに変更が必要です。 

 かもだ温泉と椿泊の間に今回のような渡船が必要です。当面、料金表と予

約先を明示しておくのが第一歩です。 

山地委員 

（代理 ･坂

井） 

 蒲生田岬ということも重要であるが、通称として「しあわせ岬（蒲生田

岬）」、「こいびと岬（蒲生田岬）」ということで情報発信することも効果的

ではないか。 

 ガイドがいないことを前提に、岬、灯台、モニュメント眺望などのしらす

くんを用いた散策案内（説明）看板が必要である。（施設設置が困難な場

合はわかりやすいマップをかもだ温泉にて提供） 

 幸せスポットとして、ハート型の穴に２人が座り愛を誓いあった恋人は結

ばれるというメッセージを大きく発信するべきである。 

 波の詩の景観撮影ポイントを示すべきである。 

 狭い道や駐車場を考えると、駐車場はトイレと合わせて手前に設置し、海

岸を散策させる方が良い。 

 困難であることは理解できるが、ゴミなどの漂流物は景観を阻害する。 

 県内トップのウミガメの上陸地であるが、あまり知られていない。（幸せ

スポットにちなんで、「恋人岬に幸せを運ぶウミガメがやってくるよ！」、

「恋人岬でウミガメに出会うと幸せになれるよ！」などの情報発信を行う

ことが重要） 

 賀立神社は、歴史ロマンとしての古事記にまつわる旅とあわせて、幸せス

ポットとして「縁結び」としての話をリンクさせるべきである。（願いが

かなう撫でうさぎを活用するべきであるが、すこし魅力不足） 

 「渡船」については、歴史の町並みを巡る椿泊との連携を考えるパターン

と、若年層向きに、島並を眺望するとともに、「幸せスポットを回る海遊」

という２つのパターンを検討するべきである。 

清水委員  漂流物を使ってシーボーンアートのＷＳや展示、販売などで活用。 

 大池周辺は認知度が低いため、癒しを与えられるイメージづくりや植生の

希少価値等、ここでしか観られないなどのＰＲを行い、木道や東屋を整備

し、回遊できるようにする。 

 蒲生田岬までに至る間の道路幅が狭い箇所があるため拡幅できないか。 

 燈台の麓にある大池は遊歩道の整備が十分でない。例えば一人で歩くには

全く死角になる部分がある。 
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 賀立神社は阿南市観光協会のＨＰにも観光スポットとして掲載されてい

ない。場所と由来を PR する必要がある。うさぎの石像も野ざらしにする

のであればもう少し大きい方が良い。 

 渡船を交通手段として利用するには、規制する法律をクリアしなければな

らない。それができれば椿泊湾一帯の観光スポットを効率よく回ることが

できる。（値段は高額になることが予想される） 

⑦椿泊地区 

・昔、阿波水軍の将であった森氏の本拠地でした。明治に至るま

で阿波の海上の備えとして睨みをきかせました。 

・阿波水軍の将・森氏の屋敷「松鶴城跡」は現在小学校になって

いますが、石垣が残っており、その規模の大きさが伺い知れる。 

・東西約 2Km に渡って車一台がやっと通行できる程の狭く曲がり

くねった道路と両側にある三百余りの家々が独特の雰囲気を

醸し出します。 

・岬の先端には刈又灯台が立ち、田中好子、渡辺博之らが出演し

た映画『奇跡の海』はこの地でロケされました。 

 

 

榎本委員  阿波水軍に関わる文化・歴史資源を活用し、「まち歩きガイドツアー」が、

知的好奇心を持つシニア層向け観光ルートとして有効。 

 観光開発事業として、市観光行政を主体に、教育委員会文化財課とも連携

しつつ、(1)テーマ考証(水軍の歴史、漁師町のまちなみと民家の建築意匠

や特色)、(2)まち歩きツール(マップ、パンフレット)、(3)ボランティア

ガイド人材養成、を行う。 

真田委員  細い道がよかったです。 

 古い建物が空き家になっているところが多かったようなので、それを資源

として活用してはどうでしょうか。 

 おしゃれなカフェにしたりすれば、町並み散策の途中で立ち寄ることがで

きます。 

浅谷委員  雰囲気もあり、残したい風景が広がる。 

 阿波水軍の歴史やこの地区の祭りなど民宿の方などに説明頂ける様な現

地ガイドプログラムなどが紹介可能ならば取り組んで頂きたい。 

平尾委員  大型バスは集落の入口に駐車して、あとは徒歩と渡船で城跡までを結ぶこ

とで十分、観光コースとなりえます。所要は 30分。 

 しゃれたカフェと小さなお土産屋があれば個人客がきても１時間ほど滞

在できそう。 

 椿泊だけでなくかもだ温泉、発電所とのセットで半日コースができる。 

山地委員 

（代理 ･坂

井） 

 ターゲットは、中高年をメインに考える方が良い。 

 阿波水軍の歴史、レトロな町並みと映画「奇跡の海」を結びつけた散策ル

ートがわかるように案内（説明）看板等に整備するべきである。 

 料理をメインに、阿波水軍料理（昼食）や宿泊（民宿）が効果的である。 
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 道路が狭いが一定の整備にとどめ、適当な場所に駐車場やトイレを構える

ことにより、素朴な漁師町を散策するのも魅力である。 

清水委員  趣のある空き家を利用して、スタンプラリーなど周遊させる仕組みを作

り、カフェ、食堂、物産、案内所、阿波水軍資料館等に活用。 

 独特の景観をＦＣに利用。 

 空き家が多数存在するのでそれを活用（市、地元団体等で買い上げる）し

て地域をＰＲできるような施設とする。 

 地区の入り口付近に無料の駐車場を整備し、町歩きができるようにする。 

 この地区で何が観光資源となるのか、洗い出しが必要。 

 何をコンセプトとするのか？歴史か、今の暮らしか 

 地域住民によるガイド（歴史や伝統）があれば見るべき箇所はたくさんあ

ると思う。 

 

（３）蒲生田岬など四国最東端エリア（海の魅力）の具体的な活用方策 

榎本委員  観光旅行の一般的構成要素として説明される (1)交通+(2)宿泊+(3)食

+(4)自然文化体験+(5)温泉、に即して、「四国最東端」をコンセプトと

した観光ルートの課題を検証してみる。積極的評価としては、蒲生田

岬の食・温泉、エコツアー(季節限定)と、椿泊地区の「水軍まち歩き

ガイドツアー」の具体化が挙げられる。 

 但し交通手段確保が課題となる。椿泊地区はマイカー乗入が物理的に

困難のみならず、狭い路地を歩いて楽しむエリアであるので、漁港付

近の駐車場整備を図る。蒲生田岬と椿泊地区とを渡船を結ぶルートは、

単に時間短縮のみならず、観光客の移動に海上輸送による変化を与え

る点で有効。長期的には、鉄道駅から路線バスを利用した旅行利便性

の向上が期待される。 

真田委員  一時期少しだけ流行った釣りガールというのがあるが、釣りの入門講

座などを開いてはどうか。始めたくてもどうしたらいいかわからない、

という人は多いと思う。 

浅谷委員  具体的に椿泊の市場を見学出来る、海がめの上陸を見学、植物群の散

策など、旅の目的や楽しみ方を地域の方と作ることで、段階的に整備

して頂きたい。 

 個人的には、このエリアの持つ雰囲気からパワースポット巡り＆歴史

解説などの整備をして、県内をはじめ一日ドライブコースからモデル

化を進めて、地域の魅力について検証してはどうか。 

平尾委員  かもだ岬温泉、岬、椿泊、発電所がセットになりえる。 

 しかし、かもだ岬温泉までのみちのりが長く狭いのがネック。可能な

限り早く道路を拡幅することでマイカーとミニバスへの依存から脱却

できる。 

 道路拡幅までの間、地元での着地型商品プランとして、ミニバスでの 2
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名以上の事前予約制ツアーを企画しＰＲするのがリスク無しで手っ取

り早い。また。こうしたプランの提示がツアーを企画するバス会社へ

の訴求にも有効。 

山地委員 

（代理･坂井） 

 若者の情報発信力は効果的であり、「恋人の聖地」と結びつけて、「し

あわせスポットを巡る旅」としてのメッセージを様々な機会等を通じ

て発信していくべきである。 

 「しあわせスポット」マップのリーフレットを作成し、ターゲットと

想定されるサービスエリア、道の駅などに配布したり、あらゆる機関

とのＨＰ（リンク）を活用するなど情報発信していくことが重要であ

る。 

 まず、カップル等の若年個人観光客をターゲットに、ニーズを確実に

捉え、常に改善していくことも重要である。（口コミ情報は早いが、失

敗すると大変） 

 若年層、幸せをキーワードに、例えば 

ジャンボ招き猫がお出迎え（お松大権現）」→「光輝く恋人の聖地（牛

岐城趾公園）」→「光のしあわせ広場（光のまちステーションプラザ）

＋お土産」→「イルミネーションスポット」→「飲食＋宿泊（阿南市内）」

→「きらきら朝日の幸せスポット（津峯）」→「かもだカフェ（昼食）」

→「こいびと岬（蒲生田岬）」→「縁結びの撫でうさぎ（賀立神社）」→

「かもだ岬温泉＋お土産」→「道の駅公方の郷なかがわ（カップルコー

ナー開設）＋お土産」 

 中高年層は、「室戸阿南海岸国定公園と歴史文化を巡る旅」の中の一つ

のパーツとして考えていくべきであるが、大型バスの困難性からする

と、比較的な小規模なツアーや夫婦個人ツアー、日帰りグルメの旅な

どにより考えていくべきである。（若年層と異なる見せ方が必要） 

清水委員  四国最東端エリアを売り出すために、先ずエリアを確定し（椿地区と

椿泊地区及びそれに囲まれた湾をエリアとする）、そのエリアをイメー

ジさせるようなブランド（ネーミング等）づくりを行う。 

 エリアに共通する食材で食をアピールする。（端っこ丼、端っこバーガ

ー） 

 エリア内には複数の宿泊施設を整備する。 

 エリア内の周遊に必要な交通手段の確保。（タクシー、バス、渡船、レ

ンタサイクル） 

 エリアを語れる人の養成が必要 

 エリアを訪れる場合の一元的な窓口を作る。 
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（４）ＬＥＤや火力発電所などの産業観光への活用・参考事例 

榎本委員  産業観光を総合的に推進している事例として、神奈川県川崎市が推進

する京浜臨海工業地帯等での「スタディ・ツーリズム」が挙げられる。 

◆川崎市のスタディ・ツーリズム 

http://www.k-kankou.jp/kkanko/sangyou/ 

京浜工業地帯の中心として、わが国の産業経済

の発展を支えてきた神奈川県川崎市には、鉄鋼や

化学、電機、精密機械、エレクトロニクス、情報

通信、食品、科学技術等の多種多様な工場・事業

所が集積するとともに、そうした生産活動を支え

ているエネルギー関連の先進的な事業所も存在す

る。それらの工場や事業所の中には「日本初」、「世

界でも有数」といったように高度な生産・技術を持ち、世界に誇る製品を現在でも

生み出しているところが少なくない。重化学工業から先端的な研究開発まで、また

いわゆる産業文化財から実際に稼動している工場まで、それも知名度の高い企業が

多く立地する川崎市で、ものづくりの現場を訪ね、実際のモノづくりにふれ、モノ

づくりの大切さとモノづくりに携わる人々の心を学ぶツアー。 

◇地球環境を守ろう 

コース内容 

【川崎駅】 → 【かながわクリーンセンター】 → 

【川崎ゼロ・エミッション工業団地】 → 【川崎市リサイクル環境公

社生活環境学習室（浮島処理センター内）】 → 【川崎駅】 

所要時間 ３～４時間 

コース特徴 リサイクルなど環境について学べるコースです。 

    

  

浅谷委員  LED 関連は阿南市発祥の HIT 商品が欲しい。GOODS もだが、食でも地元

のレストランの箸は先端が光るとか、メニュー表が LED など変り種の

特色を付けてメディア告知するのもアイデア。 

 発電所は前項（2）④に書いたように教育プログラムの充実を検討。 

平尾委員  LED の工場見学は現状では難しいので駅前のプラザで代行せざるを得

ない。このためプラザだけでの遠方からの集客は難しく、他の観光要

素と組み合わせて阿南に滞在してもらうことになる。 

 発電所見学も校外学習では単独での目的となりうるが一般市民を対象

にするツアーではかもだ岬温泉、椿泊などとのセット販売が妥当であ

る。 

山地委員 

（代理･坂井） 

 産業観光としては、一般の方々をターゲットに、LED 工場見学をメイン

に考えるべきであり、例えば、「世界に誇る LED 工場を見学しよう！」

ということで、「牛岐城趾公園」、「光のまちステーションプラザ」など

と組み合わせたツアーを計画すべきである。（工場を見学していないの
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で内容が不明だが、珍しく楽しい工場見学メニューが必要） 

 有名企業、世界（日本）一企業、オンリーワン企業だけでなく、伝統

工芸などとの連携により、産業観光の定義（歴史的・文化的に価値の

ある工場や機械などの産業文化財や産業製品を通じて、ものづくりの

心にふれることを目的とした観光）にあった感動を与えるものを考え

ると良い。 

 産業観光ではなく、教育学習（環境・原子力）を目的とした、子供連

れや学校団体をターゲットにした「最先端の工場を探検だ！」という

ことで、LED 工場や火力発電所などと海水浴場、観光地引き網などの体

験学習を組み合わせて計画すべきである。（修学旅行の場合は、恋人の

聖地など「しあわせスポット」を巡る旅の内容も加えて楽しい旅を計

画する） 

清水委員  原子力事故の問題もあり、火力発電所の安全性及び廃棄物がほとんど

出さない点をまた、日亜化学の工場見学ができるのであれば、LED の省

エネルギーと耐久性を見えるかたちで紹介することで環境教育にな

る。 

 LED や火力発電所は産業遺産的なものではないため、最先端の技術や、

環境への配慮等を見せることで観光資源としてはどうか。また、単に

見せるのみに留まらず体験できるような仕掛けづくりが必要。 

 LED と火力発電所を個別に活用するのではなく電気というテーマを据

えて関連づけてはどうか。（発電された電気で LED が光る） 

 火力発電所については外観だけでも資源となる。 

 

（５）広域連携による観光振興の展開方策 

榎本委員  行政が中心となり広域連携や広域観光ルート整備に取り組むことは観

光地域振興の端緒として重要だが、観光客に接する現場の観光態勢整

備がより重要であり、それは各地区単位で並行展開する必要がある。

蒲生田岬や椿泊地区それぞれにおいて、民間の観光関係者(宿泊、食事

店等)や住民が参画する仕組み、例えばボランティアガイド研修や、住

民が参加し自らの地域資源を発掘するワークショップを開催し、受入

意欲を喚起する。 

  近年の観光は、知名度の高い景勝地や定番観光地のみならず、交通不

便地域であっても「住民のおもてなしが感じられる地域」は着実に集

客を挙げている。徳島県内事例でも、吉野川市美郷地区の「梅酒祭り」

や、各地の農村舞台・農村歌舞伎が挙げられる。蒲生田岬や椿泊地区

でも民宿などでおもてなしの評価の高い施設があると聞いている。行

政においても、各地区でこれらキーパーソンを「おもてなしの顔」と

して協力を得て、地区住民参加による受入態勢整備を推進する。さら

に、民間では困難な、広域ルート整備に必要な交通機関整備を主導し、
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広域観光ルートを具体化する。 

浅谷委員  四国の右下との位置から左下（愛南・宿毛？）との連携や、県内で南

阿波よくばり体験推進協議会、そらの郷など組織化されて誘客を実施

されている事例は共有頂きたい。 

 県内＋阿南で何ができるのか、あるいはどの様なルートが提示できる

かモデル作成することも検討して欲しい。 

平尾委員  県内と近県からは日帰りの発電所、かもだ岬温泉、椿泊ツアーが可能。

これに太龍寺を加えるのも良い。 

 近畿圏からの宿泊を増やすためには室戸ジオパークとの連携が必須で

ある。ただし、この場合は宍喰、室戸での宿泊が競合相手となる。 

 関東からのお客さまには 徳島空港入込、阿南市内見学、室戸見学の

あと高知空港から出発のルートが妥当であろう。この場合は上記同様

宍喰、室戸での宿泊が競合相手となる。 

山地委員 

（代理･坂井） 

 若年層をターゲットに、「恋人の聖地を巡る旅」として、認定されてい

る「室戸岬（室戸市）」、「大山岬（安芸市）」との広域連携による観光

振興。（２泊３日の周遊観光）（上記のしあわせスポットを巡る旅との

組み合わせ） 

 若年層をターゲットに、うみがめ上陸地（阿南市・美波町・室戸市・

安芸市）を巡る旅（２泊３日周遊観光）（上記のしあわせスポットを巡

る旅との組み合わせ） 

 中高年層をターゲットに、景勝地観光を目的とした「室戸阿南海岸国

定公園を巡る旅」として、例えば、「蒲生田岬（阿南市）」→「大浜海

岸（美波町）」→「千羽海崖（美波町）」→「南阿波サンライン（美波

町～牟岐町）」→「大里松原海岸（海陽町）」→「水床湾（海陽町）」→

「夫婦岩（室戸市）」→「室戸岬（室戸市）」（２泊３日周遊観光）（歴

史文化やグルメとの組み合わせ） 

 ＡＭＡ協議会のネットワークなどを有効に活用し、ターゲットを明確

にしたうえで、戦略的なメニューを構成するべきである。 

 ２泊３日の滞在型を考慮すると広域連携が不可欠である。（ただし、阿

南で 1泊という戦略メニューが重要） 
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清水委員  ＡＭＡで広域連携には取り組まれているが、阿南市以南の町が含まれ

ていないため面としての繋がりが感じられない。阿南市から安芸市ま

でを繋ぐ観光ルートの創設を考えてはどうか。室戸ジオパークと阿南

の産業観光で教育旅行の受け入れが出来る。 

 牟岐から室戸までＤＭＶの実験が行われており、これを移動手段とし

て組み入れてみてはどうか。（このルートを巡るとＪＲ牟岐線、タクシ

ー、渡船、ＤＭＶ、バス、ごめんなはり線を体験できる） 

 あなん丼もおいしかったが、知ってもらう入り口としてＢ級グルメの

全国大会を阿南で開催することに取り組んでみてはどうか。 

 情報発信の方法として、ＬＥＤの飾りだけなら全国勝負できないが、

通称ＬＥＤ市、阿南ＬＥＤ駅とか、ネットで評判になるような「おや

っ」と思う１点集中の取り組みが必要。 

 

 

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 24 年 2 月 27 日（月） 

開催日時：13時 30 分～15 時 30 分 

開催場所：阿南市役所会議室 

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阿南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阿南市への提案」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 蒲生田岬など四国最東端エリア（海の魅力） 

  

（１）コンセプトとターゲットを絞る 

 

● 蒲生田岬・椿泊の観光資源は、「知識の引き出しがあってこそ楽しめるもの」

「駆け足でなく深くゆっくり楽しむもの」が多い。（←この中にコンセプ

ト・テーマがある） 

● 第一ターゲットは中高年（シニア層） 

 

阿南市の蒲生田岬、椿泊エリアには、 

○ 自然…四国最東端・海岸線や島が作りだす景観・大池植生・ウミガメ産卵の場所  

○ 歴史・文化…阿波水軍ゆかりの史跡や集落・阿波神話ゆかりの神社や場所 

○ 食…新鮮な魚介類（ハモ・伊勢海老・アワビ・サザエ・シラスなど） 

○ 温泉（いやし）…かもだ岬温泉 

○ パワースポット…四国最東端の岬・阿波神話ゆかりの地・恋人の聖地 

 

上記のような多様な観光資源が集積している。 

蒲生田岬のウミガメ、植生、椿泊の阿波水軍の歴史と町並みなど、どの観光資源も駆

け足ではなかなかその良さを味わえないものが多い。また、阿波水軍ゆかりの椿泊の町

並みの面白さを堪能するには、ある程度の知識が必要とされる。観光資源の持つコンセ

プトから、属性において第一ターゲットと想定されるのは、中高年（シニア層）である。

一方、阿南市内の「お松大権現」や「牛岐城趾公園 LED ライトアップ（恋人の蒲生田岬

の「波の詩」など、この地が持つパワースポット要素は、ドライブがてらこの地を訪れ

る若年層個人客に訴求力がある。また、温泉とお魚グルメ、蒲生田岬周辺の自然や植生

を巡る散策や、椿泊の町並みの散策は、中高年の女性層がターゲットと考えられる。 

発地域のターゲットは、第一に県内の徳島市・鳴門市周辺である。次いで香川県東讃

～中讃（高松市）、あるいは明石海峡大橋を渡った兵庫県エリア等が考えられる。阿波

水軍や阿波古事記、お魚グルメなどは、関西圏の住民に対して訴求力のある素材ではあ

るが、関西圏から集客するには、単に観光素材があるにとどまるのではなく、他所に無

いものや、ガイドやインストラクターと一緒に楽しむまち歩きの仕掛けが必要である。
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また、上記に挙げた観光資源の良さを堪能してもらうためには、１泊２日の行程が必要

なので、現状では関西圏の宿泊客は第三ターゲットと思われる。 

 

 

 活用する地域資源 テーマ ターゲット 

１ 

 

 

 

 

 蒲生田岬（四国最東端の岬・ウミガメ・大池

の植生） 

 かもだ岬温泉 

 食（ハモ・シラス・伊勢海老・アワビ・サザエ

などの新鮮な魚介類） 

 グルメ（食） 

 エコ・ツアー 

（季節限定） 

 ウォーキング 

 

中高年 

（シニア層） 

 

 

 

２  椿泊阿波水軍の史跡・町並み 

 民宿でのお魚グルメ（ハモ・シラス・伊勢海

老・アワビ・サザエなどの新鮮な魚介類） 

 椿泊漁港 

 阿波水軍の歴史 

 グルメ（食） 

中高年 

（シニア層） 

 

３  蒲生田岬（四国最東端の岬・賀立神社） 

 かもだ岬温泉 

 椿泊 

 J パワー電源開発（株）橘湾火力発電所 

 食（ハモ・シラス・伊勢海老・アワビ・サザエ 

などの新鮮な魚介類） 

 

 四国の最東端 

 自然・歴史 

 阿波水軍 

 阿波神話 

 パワースポット 

 グルメ（食） 

 エネルギー 

（エコ・産業観光） 

中高年 

（シニア層） 

 

４  蒲生田岬（恋人の聖地・撫でうさぎ・「波の

詩」のモニュメント） 

 阿南市内のお松大権現→牛岐城趾公園・

光のまちステーションプラザ→津峯神社→

かもだ岬温泉・蒲生田岬→道の駅公方の

郷なかがわ（食・お土産物をプラス） 

 

 幸 せ をキ ー ワー

ド・縁結び 

若年層・個人 
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（２）蒲生田岬・椿泊をゆっくり楽しむための仕掛けづくり 

 

● 旅行のテーマを、より深く楽しんでもらうことをサポートするガイド・ 

インストラクターの育成 

● テーマをより深く知ってもらうための情報を展示する場所の整備 

● 体験メニューなど、滞在・周遊する仕掛けづくり 

 

○ 健康ウォーキング（ヘルス・ツーリズム） 

かもだ岬温泉～蒲生田岬（大池など）のウォーキング＋温泉＋食 

   

 

○ 歴史散策とまち歩き 

阿波水軍（森氏）ゆかりの椿泊の町並み散策 

   

 

○ 歴史ミステリー 

阿波神話を訪ねる旅 
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○ エコ・ツアー 

蒲生田岬周辺（大池等）の亜熱帯植物の植生やウミガメ産卵の場所などで環境学習

（場合によっては、橘湾の J パワー電源開発（株）等を加える） 

   

 

属性・第一ターゲットとして想定する｢中高年層｣に、蒲生田岬や椿泊でゆっくり満足

してもらうには、滞在時間の延長につながる体験メニューの整備が必要である。また、

体験メニューは、「知的好奇心」を満足させるものが望ましい。 

これらのメニューをじっくり体験してもらい、より深く楽しんでもらうためには、自

然や環境、阿波水軍や地域の暮らし、椿泊の町並みや民家の意匠などを語ることができ

るガイドやインストラクター等の育成が必要である。（椿泊の民宿のおかみさんやご主

人が町並みの案内人になったり、魚料理の手ほどきをしたりするなど、その地に暮らす

人が、なるべく無理のない形で継続的にできるガイドやインストラクターの方法を考え

ることが大切。地域の人を中心とした「車座勉強会」のような意見交換や意識醸成の場

を設けうことも大切である） 

 

また、より深く楽しんでもらうために、地域の自然や歴史・文化等に関する情報を展

示、提供する場所、そこでの体験メニューやワークショップ等の開催も必要である。 

 

○蒲生田岬の自然、県内有数のアカウミガメの上陸・産卵地、大池についての情報の

展示やワークショップの開催 

※水辺や湿地は、亜熱帯性の水生植物の群落。1975 年市の天然記念物に指定。テ

ツホシダ、絶滅が心配されているヒメビシ（ヒシ科）、ウバメガシ、県内で唯一の

アンペライ（カヤツリグサ科）植生地である） 

※漂着物を使ったシーボーンアート等のワークショップ 

○椿泊の阿波水軍の歴史や生活文化などについての情報の展示 

 

 

 

 

 



 31

 

     

 

 

 

 

 

 

Jパワー電源開発㈱
環境・エネルギー

蒲生田岬

かもだ岬温泉
景観・アカウミガ
メ・植生・自然

阿波神話

いやし

食（魚介類）

いやし

絶景・移動手段の面白さ

椿泊

阿波水軍・町並み

光のまちステーションプラザ
牛岐城趾公園（LED）

環境・エネルギー

 

 
観光資源 

ガイドやインストラクターが、五感で楽しませる、

謂れや薀蓄を語ることによって、より深く楽しん

でもらうことが可能 

展示した写真や資料によって、 
より深く知ってもらうことが可能 
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（３）食資源の活用 「食べる」「買う」仕組みづくり 

 

● 豊富で新鮮な魚介類について、魚介類を食べられる場所等のさらなる情報

発信 

● 鮮魚・魚の加工品の開発と、その販売場所の充実 

● 椿泊の町歩きの仕掛け作りと並行し、空き家を活用したカフェ、土産物店

等の整備の検討 

  

蒲生田岬～椿泊エリアの魅力は、新鮮な魚介類（ハモ、

伊勢海老、アワビ、サザエ、シラスなど）が豊富なこと

である。日本一の漁獲高を誇るハモをはじめ、阿南の豊

かな食材を使った「あなん丼」（阿南商工会議所青年部が

2010 年 12 月から企画を進めてきた郷土料理創造プロジ

ェクト）や、「生シラス丼」、ハモだけでなく伊勢エビやアワビなどの海産物を使った海

鮮料理などプレミアム感のあるものや、エリアに共通した食の開発（「端っこ丼」、「端

っこバーガー」など）と、それらを食べられる店（かもだ岬温泉の「かもだカフェ」、

民宿、飲食店）の情報発信の一層の充実が望まれる。 

今後、阿波水軍の歴史を訪ねる街歩きの仕掛けを進めていく中で、椿泊の空き家をカ

フェや土産物に活用することも併せて検討することも必要である。 

また、魚介類（鮮魚・加工品）をはじめとする土産物の開発も必要である。これらを

販売する施設としてかもだ岬温泉を活用する。 

事例◆空き家を活用した「島キッチン」 

瀬戸内国際芸術祭 2010 で建築家 安部良さんの手によって、『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生まれ変わった一軒の空き家が香川県の豊島にある「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、豊島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。 

来場者が分け隔てなく会話と食事を楽しみ、歌って踊って交歓できる、豊島のプラットフ

ォームのような場所になりつつある。 

○住所:〒761-4662 香川県小豆郡土庄町豊島唐櫃 1061 
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（４）アクセスの整備 

 

● エリア内の周遊に必要な交通手段（タクシー、バス、渡船、レンタサイク

ルなど）の確保の検討 

● 蒲生田岬までの道路拡幅の検討 

● 椿泊の町歩きの仕掛けの中で駐車場整備の検討 

● 蒲生田岬と椿泊を渡船で結ぶルートの検討 

 

かもだ岬温泉までの道が狭隘なため、現状はマイカーとミニバス程度（＝個人客が主

流）である。道路を拡幅することで、大型バスが温泉まで入れるようになることで、旅

行会社やバス会社がエリア内を広域に動くコースが作りやすくなる。 

また、椿泊の町並みは狭隘な道でマイカー乗り入れが困難な場所であるが、狭い路地

を歩いて楽しむエリアなので、道路の整備よりも椿泊漁港付近に駐車場整備を図る。 

今後、蒲生田岬と椿泊地区をひとつのエリアとして楽しんでもらう仕掛けを作る中で、

蒲生田岬と椿泊を渡船で結ぶルートの検討も必要と思われる。これは、陸路の不便さの

解消、時間短縮のみならず、観光客の移動に海上輸送という変化が加わるので、観光の

「質」を挙げる点でも有効な取り組みである。この場合、 

○往復ともに渡船を使う仕組みにする 

○街中の拠点に車を置いて、コミュニティバス（ミニバス）と渡船を組み合わせた仕

組みにする。拠点が阿南駅であれば、JRやバス等の公共交通も利用できる。 

 しかしながら上記のアクセスの整備の提案を実現していくには、規制する法律をクリ

アしていかなければならない。それが実現すれば、椿泊湾一帯の観光スポットを効率よ

く回ることが可能になる。（値段は高額になることが予想されるので、集客ターゲット

の絞り込みが必要）。 

比較的早期に取り組むことが可能な事案としては、 

○ JR ＋タクシーの「駅から観タクン」プランの造成（蒲生田岬～椿泊） 

○ 徳島バスの歴史ツアー（サンデーツアー）のコースを設定してもらい、バス会社

や旅行会社に情報提供 

○ 公共交通乗り継ぎ時刻表の作成（公共交通利用の旅行者が、地域内の公共交通（地

域バス・コミュニティバスなどを乗り継いで移動する際の利便性を図るもの） 

○ レンタサイクルの活用 

などが考えられる。 
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◆駅から観タクン 

 駅前のタクシー乗り場から、予約なしで周辺の観光地をお得な値段で巡ることが可能な

タクシー観光プラン。 

 

  

◆徳島バス サンデーツアーの一例 
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◆乗り継ぎ時刻表の一例 

椿泊の町並みJR阿南駅発

阿南駅

椿泊

18:27

17:14

10:16

08:07

阿南駅着
（徳島方面から）

ＪＲ ＪＲ路線バス（片道730円）

18:18 

16:45 

09:50 

07:45

08:18

阿南駅

着

18:35

18:58
17:38 18:15 17:30 

17:15

17:27
16:05 

07:50

08:11

08:35

08:47

07:05 

07:38

19:27 

11:12 

08:55 

小吹川原

着

09:10 

小吹川原

発

08:10 

18:42 

10:27 

10:54

阿南駅発
（徳島方面へ）

阿南駅

発

18:27

17:14

10:16

08:07

阿南駅着
（徳島方面から）

ＪＲ ＪＲ路線バス（片道730円）

18:18 

16:45 

09:50 

07:45

08:18

阿南駅

着

18:35

18:58
17:38 18:15 17:30 

17:15

17:27
16:05 

07:50

08:11

08:35

08:47

07:05 

07:38

19:27 

11:12 

08:55 

小吹川原

着

09:10 

小吹川原

発

08:10 

18:42 

10:27 

10:54

阿南駅発
（徳島方面へ）

阿南駅

発

黒：普通 赤：特急

四国最先端の蒲生田岬の北側。椿泊の岬にある集落で、ハモ漁が盛んな椿泊漁港がある

漁師町。細い道の両脇に、阿波水軍の名ごりをとどめる長い家並みが続く。約2Kmの細

い道路の両側に300余りの家が並び、趣向を凝らした手すりを施した家も多く独特の雰囲

気を味わいながら岬突端のヒウチ岬で雄大な海を見渡せる。近年、映画『奇跡の海』の

ロケーション地にもなった所である。

©古い町並みを歩く

公共交通で行く阿南旅！ JR―路線バス便利な乗り継ぎ時刻表

●交通情報の問合先

徳島バス阿南（株） TEL： 0884-27-0480

ＪＲ四国阿南駅 TEL： 0884-22-0147

●観光情報の問合先

阿南市商工観光労政課TEL： 0884-22-3290

SAMPLE
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（５）情報ツールの整備 

 

● 案内板・景観スポット等、ハードの情報発信ツールの整備 

● 蒲生田岬の自然、椿泊の歴史や文化に関する情報の展示施設整備の検討 

● ガイド無しでも散策や町歩きを楽しむことができる仕掛けづくり（マッ

プ・パンフレット・周遊につながるスタンプラリーの仕掛けなど） 

● 携帯情報機器（スマートフォンなど）を活用した一人歩きの仕掛けづくり

の検討 

● 作成した情報発信ツールの有効な活用策の検討 

 

蒲生田岬や椿泊の町並みをガイドがいなくても、迷子にならず、楽しむことができる

案内板・景観スポットなどの情報ツールを整備することが必要である。また、（２）の

ゆっくり歩いてもらう仕掛けづくりの項でも触れたように、蒲生田岬の自然や、椿泊の

歴史や文化をより深く楽しんでもらうために、これらの情報を展示した施設（例えば、

阿波水軍資料館など）の整備も併せて考えていきたい。施設に関しては、新たな建物を

作るのではなく、椿泊であれば、空き家となっている古民家等を活用するのも一つの方

法である。 

 また、ガイドがいなくても、散策や町歩きを楽しむことができるマップやパンフレッ

トなどの情報ツールの政策も必要である。これらの紙媒体と併せて、携帯情報機器（ス

マートフォンなど）を活用した「楽旅フォン」による観光案内機能や、グーグルマップ

等を活用した観光案内やグルメ情報の発信のさらなる充実も検討していきたい。 

紙媒体、スマーとフォンなどを活用して、町なかで活用した空き家を巡るスタンプラリ

ーなどを仕掛けるのも、滞在・周遊、さらに地域にお金が落ちる仕組みにもつながる。 

さらに、作成した紙媒体を有効に活用するため、当該エリアのターゲットの利用頻度

の高い場所（アクセスはマイカーが主流なので、サービスエリアや道の駅、コンビニエ

ンスストアなど）にマップ・パンフレットを配布することが大切である。 
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３－２ LED や火力発電所を活用した産業観光・環境教育観光 

  

（１）コンセプトとターゲット 

 

活用する地域資源 テーマ 

 J パワー電源開発（株）橘湾火力発電所 

 LED(光のまちステーションプラザ・日亜化学・牛岐城趾公園) 

 製紙工場 

 那賀川・海 

 原子力とエネルギー 

 環境と省エネルギー・エコ 

 水エネルギーと環境 

 自然環境と人の営み 

 

 

 

 
 
 
 

（２）「見せる」「学ぶ」「楽しむ」仕掛けづくり 

 

● 「エネルギーと環境」がコンセプト 

● 「見せる」「学ぶ」「楽しむ」ためのツール、プログラム等の仕掛けづくり

が必要 

● 那賀川や海浜部の自然、食など阿南市のフィールド全体で「環境」を考え

る 

● 「日亜化学」を核に据える。「日亜化学」の工場見学が難しいのであれば、

市内に LED のすべてがわかるような学習施設の整備を検討する 

 

 原子力・エネルギーの仕組みなど「エネルギーと環境」をコンセプトにした学校教育、

大人の修学旅行の可能性があるが、魅力的で、選ばれるものにしていくためには、「見

せる」「学ぶ」「楽しむ」ためのツール、プログラム等の仕掛けづくりが必要である。 

 工場のラインを見学するコースはどこにでもあるので、バーチャルリアリティや拡張

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

Reality）に訴える見せ方、CG等でシュミレーションしながらゲーム感覚で学ぶ仕掛け

の検討が必要である。 

環境教育旅行 

学校を対象とした教育旅行 大人の修学旅行 
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 また、工場施設だけでなく、那賀川や海浜部の自然、食など阿南市のフィールド全体

で「環境」を考えていくことも大切である。LED 関連のものは「学ぶ」だけでなく、「楽

しむ」という点で「光のまちステーションプラザ」や「牛岐城趾公園」（恋人の聖地）

の LED ライトアップなども併せて活用する。 

 阿南市が「エネルギーと環境」をコンセプトにし、他地域との差別化を図るためには、

「世界一の LED」の技術、生産量を誇っている「日亜化学」を核に据えなければならな

い。生産現場である「日亜化学」の工場見学が難しいのであれば、市内に LED のすべて

がわかるような学習施設の整備を検討することも必要である。 

 

◆エコ・ツアー 

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

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

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

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

資源を活かしながら、  

○環境学習の要素を持ち自然を探訪するツアー 

○農山漁村や地域の風土・文化等を訪ねるツアー 

○少数民族の暮らしや文化・風土などを訪ねるツアー 

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

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

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

ーやインタープリター等案内人が一緒に行動する。 

 

事例 

○滑床渓谷 森の国ネイチャーガイドツアー（愛媛県・滑床渓谷） 

四国で唯一のグッドエコツアー（日本エコツーリズム協会推奨） 

 

 愛媛県宇和島市の南東部から北宇和郡松野町にまたが

る全長約 12 キロの滑床渓谷は渓谷な、鬼ヶ城山、高月山、

八面山、三本杭など 1,000ｍ級の山々に囲まれ、足摺宇和

海国立公園にも指定されている。また、最後の清流と呼ば

れる四万十川の支流である目黒川の源流でもある。「滑床

渓谷 森の国ネイチャーガイドツアー」は、滑床渓谷をよ

り楽しみ、より満喫していただくためのツアー。通常、１

時間 30 分で往復できるコースをゆっくりゆっくり３時間かけて歩く。ネイチャーガイドと

一緒に渓谷を歩くことを通して、五感を使って自然を体感してもらう中で、滑床渓谷の自

然や環境に対する理解を深めるとともに、そして、心と体を解きほぐしてもらうことを目

的としている。（３時間・2500 円） 
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○尾瀬エコ・ツアー（群馬県・尾瀬） 

グッドエコツアー（日本エコツーリズム協会推奨） 

 

貴重な高山植物の宝庫、「尾瀬」は近年の環境保護、環

境保全のシンボルとして多くの人々に知られている群馬

県尾瀬。チャウス自然体験学校が開催する「尾瀬エコ・ツ

アー」は尾瀬本来の静かで雄大な自然を自分の「目や耳、

手や足など（五感）」をつかって「人と自然」がつながっ

ていることを感じ取れるようにゆったりと散策する。尾瀬

本来の姿の静かで雄大な自然を十分に堪能してもらえる

ように開催日程をあえて平日が入るように構成してある。なお、連続して参加することに

より、季節の移り変わりや尾瀬の成りたち・文化・歴史をより深く学ぶことが出来るよう

にプログラムされている。 

 

  
◆環境学習 

「環境学習」とは、人間と環境とのかかわりについて理解と認識を深め、責任ある行動

がとれる人づくりを目指すもの。環境学習ツアーは、ガイドやインストラクター、インタ

ープリター等と一緒に環境をテーマにした場所や施設を視察したり、環境について具体的

な体験する中で、環境のことを身近に感じる、知識として知る中で、環境に対する理解と

認識を深める。 

 

事例 

○足尾銅山の産業遺産と環境をテーマに現地ガイドと巡る（栃木県・日光市足尾町） 

 

辺鄙な山奥の地で、産銅をもって日本の産業を牽引した【足

尾銅山】の痕跡にふれる。近代化を象徴するスケールの大きな

技術史の数々や、独特な文化や生活とともに、環境についての

教訓を学ぶ。人類が、これからも豊かさを求めていく中、環境

問題について考え、視野を広げてもらうツアー。近代日本にお

ける産業の発展を支えた光、そしてその代償として引き起こさ

れた公害という影。足尾の歴史と現在の姿を通して、「自然と人

の営み」、「過去と現在・未来」、「資源と地球」のつながりを知

ってもらい、感じて、考えてもらうため、平成 6年より「全町

地域博物館化構想（＝エコミュージアムあしおの創造）」に取り

組んでいる。 
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◆AR(拡張現実)  

Augmented Reality の略記。日本語にすると、「拡張現実」。ディスプレイに映し出した

画像に、バーチャル情報を重ねて表示することで、より便利な情報を提供する技術。精細

なディスプレイとカメラを搭載したスマートフォンの普及により、AR 技術を利用した多数

のアプリが開発されている。（出典：はてなキーワード） 

 

事例 

○中山道佐久っとナビ（長野県佐久市観光協会） 

 

長野県佐久市観光協会では、昨年 10 月より

観光客向けに観光情報を提供する SkyWare のサ

ービス「街歩き観光ナビゲーションサービス 

on SkyWare」を導入。新しい中山道の歩き方と

して、スマートフォンを使った GPS と AR 機能

を活用してコンテンツを配信する観光プログ

ラム「中山道佐久っとナビ」を開始。 

中山道佐久っとナビでは、街歩き観光ナビゲ

ーションサービス on SkyWare が持つ「AR 機能

と地図による観光情報の表示」「音声と動画によ

るガイド」「GPS 機能によるお勧めルートのナビ

ゲーション」を利用。スマートフォンのカメラ

に映し出された街並みに街道の歴史遺産、食文

化、裏話を情報タグとして表示するほか、季節

の祭りを動画で紹介したり、街道に伝わる小唄を音声ガイダンスとして提供する。また、

これまで観光パンフレットには載せられなかった中山道の“マル秘裏話”を登録し、地元

でしか知ることができない昔話、食文化、おもしろ情報として提供し、着地型観光ナビゲ

ーションを実現していく。 
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３－３ 広域連携による観光振興の展開方策 

  

（１）広域観光モデルコースの作成 

 

広域観光コースのモデル案を提示し、旅のテーマや行程が明確になることによって集客

に繋がる。 
≪委員から提案のあったモデルコース案≫ 

県内と近県から（日帰り） 発電所、かもだ岬温泉、椿泊ツアー＋太龍寺のコース 

近畿圏から（宿泊） 徳島エリア～阿南→宍喰→室戸ジオパーク 

関東から(宿泊) 徳島空港→阿南市内見学→室戸見学→高知空港  

若年層をターゲット・四

国島外(２泊３日・宿泊) 

○「室戸岬（室戸市）」、「大山岬（安芸市）」（恋人の聖地を巡る旅）と 

阿南市の「しあわせスポット」を巡る旅との組み合わせ 

若年層をターゲット・四

国島外(２泊３日・宿泊) 

○うみがめ上陸地（阿南市・美波町・室戸市・安芸市）を巡る旅と阿南

市の「しあわせスポット」を巡る旅との組み合わせ 

中高年層をターゲット・

四国島外 

 (２泊３日・宿泊) 

○景勝地観光を目的とした「室戸阿南海岸国定公園を巡る旅」 

→蒲生田岬（阿南市）→大浜海岸（美波町）→千羽海崖（美波町）→南

阿波サンライン（美波町～牟岐町）→大里松原海岸（海陽町）→水床湾

（海陽町）→夫婦岩（室戸市）→室戸岬（室戸市） 

四国島外 

 (２泊３日・宿泊) 

→阿南市(１泊目)→室戸市(２泊目)→安芸市→ 

※ 周辺の町村(美波町・牟岐町・海陽町・東洋町・奈半利町・北川村・

安田町・馬路村)を加えることで、面としての繋がりを出し、阿南市

から安芸市までを繋ぐ観光ルートの創設を考える。室戸ジオパーク

と阿南の産業観光で教育旅行の受け入れが出来る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 阿南市 

蒲生田岬・椿泊・火力

発電所等の環境学習 

■ 室戸市 

ジオパーク 

■ 馬路村 

森林鉄道 

■ 北川村 

モネの庭 

■ 安芸市 

岩崎弥太郎 
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（２）アクセスの整備 

 
阿南市より高知県室戸市へのルートは、ルートの途中で公共交通が途切れているため、

現状では、自家用車利用（個人客）と、旅行会社主催のバス利用以外では、エリア内の移

動が難しいので、広域ルート整備に必要な交通機関整備を行政が主導し、広域観光ルート

を具体化する。 
アクセスの整備としては、本年度、牟岐から室戸までＤＭＶの実験が行われており、こ

れを移動手段として組み入れることを検討する。このルートを巡るとＪＲ牟岐線、タクシ

ー、渡船、ＤＭＶ、バス、ごめん・なはり線を体験できる。 

 
（３）宿泊施設の整備 

 
 阿南市より高知県室戸市～安芸市に至る四国東南部の広域ルートを作成し、具体的な商

品に造成していく中で、一番の障害となっているのが｢宿泊施設｣である。四国西南部の｢足

摺・四万十エリア観光圏｣は、このエリア同様公共交通のアクセス（ＪＲ宇和島駅とくろし

お鉄道宿毛駅間は鉄道が途切れている。ただし、ＪＲ宇和島駅～くろしお鉄道宿毛駅間は、

宇和島自動車のバスが結んでいる）が十分とは言い難いが、宿泊施設に関しては、四万十

市内、土佐清水市の足摺温泉郷に宿泊施設が複数あるため、旅行会社が商品を造成しやす

いというメリットがある。一方、四国東南部のエリアは、宿泊施設が少ないだけでなく、

旅行商品造成に繋がる旅行会社との契約施設も少ないという弱みがあり、現状では宍喰、

あるいは室戸で宿泊することが多く、観光目的の旅行者が阿南市で宿泊することは少ない。 
 近年は、一人の人間が自分の旅のニーズを複数持ち、そのニーズによって宿泊する施設

も、ある時には高級なリゾートホテルであったり、ある時には民宿やペンションなど地域

の人との触れ合いのある宿を選ぶこともある多様化の時代なので、ホテルや旅館が少ない

ことが、宿泊滞在の旅行者が少ないという理由にはならない。 
 このエリアの宿泊施設に弱みがあるとすれば、｢宿泊客のニーズに合っていない｣ことと、

｢お客様にそれぞれの施設の特徴が伝わっていないので、自分のニーズにあった宿泊施設を

選ぶことが出来ない｣ことである。この解決方法としては、 
 

平成２３年度、徳島県や高知県、安芸郡東洋町などでつくる「阿

佐東地域公共交通懇話会」では、線路と道路を走行できる車両「デ

ュアル・モード・ビークル（ＤＭＶ）」の四国初となる走行試験

を、徳島県牟岐町のＪＲ牟岐駅などで実施した。ＤＭＶはＪＲ北

海道が平成１６年に開発した新型車両。道路はバス走行、線路は

鉄製車輪と後輪タイヤで走る。車体前部は「ノーズ」（車両の先

端部）が突き出た形で、ノーズ内部に鉄道用車輪が格納されている。 
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 ◍ お客様のニーズを知ること（お客様が、何を目的で来るのか。何を望んでいるのか） 
 ◍ 清潔で安心・安全な宿であること（ハード面） 
 ◍ おもてなし面のレベルアップを図ること 
 ◍ 各々の宿の特徴を明確にし、情報発信すること 
等の取り組みが必要である。 
 
（４）受入れ態勢の整備 

 
行政が中心となり広域連携や広域観光ルート整備に取り組むことは観光地域振興の端緒

として重要だが、観光客に接する現場の受入れ態勢の整備がより重要であり、それは各地

区単位で並行展開する必要がある。蒲生田岬や椿泊地区それぞれにおいて、民間の観光関

係者（宿泊、食事店等）や住民が参画する仕組み、例えばボランティアガイド研修や、住

民が参加し自らの地域資源を発掘するワークショップを開催し、受入意欲を喚起する。 
また、近年の観光は、知名度の高い景勝地や定番観光地のみならず、交通不便地域であ

っても「住民のおもてなしが感じられる地域」は着実に集客を挙げている。徳島県内事例

でも、吉野川市美郷地区の「梅酒祭り」や、各地の農村舞台・農村歌舞伎が挙げられる。

蒲生田岬や椿泊地区でも民宿などでおもてなしの評価の高い施設があると聞いているので、

行政においても、各地区でこれらキーパーソンを「おもてなしの顔」として協力を得て、

地区住民参加による受入れ態勢整備を推進する。 
 

 


