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１．事業概要

１－１．事業の目的

全国に現存する木造天守１２城を一体的にＰＲする動きが出ている中、四国内には、

１２城のうち４城の天守が現存しており、石垣や庭園、さらには城下町のくらしが残

されている。全国現存天守の３分の１を占めるという魅力を活用し、各城間の情報共

有等一層の連携を図り、地域間の交流人口の拡大を目指すための調査を行い、その結

果を提示するとともに四国各地域に対する観光地域振興のモデルを示すことを目的と

する。

１－２．事業対象天守と現況

（１）実施箇所

四国に現存する天守４城、香川県丸亀市に位置する｢丸亀城」、愛媛県松山市の｢松山

城」、同県宇和島市の「宇和島城」、高知県高知市の「高知城」を対象とする。

松山城

（愛媛県松山市）

宇和島城

（愛媛県宇和島市）

丸亀城

（香川県丸亀市）

高知城

（高知県高知市）
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（２）各城の現状とコンサルティング事業の目的

四国の現存天守４城とも入場者数は好調であり、各地域様々なイベントや企画展を

実施している。

総高日本一の石垣と小さな天守が魅力の「丸亀城」では、刀剣女子ブームにより、

丸亀城資料館での刀剣の企画展がヒットし観光客が大幅に増加。各種誘客促進にむけ

たイベントにも取り組んでおり、海外からの観光客も増えている。

「松山城」は、おもてなしが評価され、行ってよかったお城ランキング 1位受賞を

するなど全国的にも注目を集める天守である。平成 29 年より、老舗観光地の道後温泉

が大規模改修に入るため、松山城がメインの観光スポットとなるよう、ブランド化確

立に向けて取り組んでいる。

「宇和島城」では年に一度、地元の小学生の親子を対象とした、天守での天体観測

や宿泊体験を実施するという、ユニークベニューへの取り組みも勢力的に行っている。

また、夏の打ち上げ花火の時期には、夜間開城を実施し、ボランティア団体を中心に

登城道沿いをでライトアップする等、地域密着の取組みも行っている

「高知城」では、春には花街道・あんどん、夏にはよさこい舞台、夏・秋・冬には、

夜のお城祭り等、年中高知城を楽しめるイベントを開催している。また、日曜日とＧ

Ｗには、外国人対応ガイドが待機する等、インバウンド対応も進んでいる。

各地域、勢力的に魅力増進、誘客促進に取組んでおり、本事業をきっかけとし、今

後４城が連携し、さらなる発展につなげていくことを目的とする。

【意見交換会テーマ】

■他地域の情報提供の現状について

各城が、案内ガイドをする際や案内所において、他の地域の情報を提供をしてい

るかどうか。

■受入れ環境の整備について

高齢者、外国人といった様々な客層に対して、お手洗いの設備等のハード面の整

備、Wi-Fi の受入れ環境や多言語・非言語表記等のソフト面の整備は、各城どの

ように取り組んでいるのか。

■連携するにあたっての課題について

距離的な課題や、周遊したくなるストーリーの必要性

■天守を活用した新たな取組みについて

文化財であり、集客力のある天守を活用したユニークベニューの実施を意見交換。
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１－３．事業の実施体制及び方法

今年度は各城の取組みや課題について現地調査や意見交換を実施し、まずは情報共

有を図る。また、先進事例等を調査し、今後の四国における現存天守４城の連携によ

る交流人口拡大の参考となるよう提案する。

意見交換会出席団体（順不同）

現存天守４城の意見交換会実施状況

城名 担当

丸亀城
丸亀市産業文化部文化観光課

丸亀市文化財観光案内会（丸亀市総務課文化財保護室）

松山城
松山市産業経済部観光・国際交流課

松山観光ボランティアガイド

宇和島城
宇和島市教育委員会文化・スポーツ課

宇和島市観光協会

高知城
高知県観光振興部おもてなし課

NPO 土佐観光ボランティアガイド協会

実施日・場所 実施内容

第
１
回

平成２７年１２月３日（木）

宇和島市役所

６０２会議室

・ 各地域の現状説明

・ 各地域の取組み、課題等の意見交換

・ 宇和島城を現地ガイドの案内で視察

第
２
回

平成２８年２月１７日（水）

丸亀市生涯学習センター

４階講座室１

・ 今後の取組み提案と意見交換

・ 事例紹介

・ 丸亀城を現地ガイドの案内で視察



4

１－４．事業フロー

本業務内容は次の手法及びフローにより取り組んだ。
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２．現存天守４城の意見交換会の実施

２－１．第１回現存天守４城の意見交換会

実施日時：平成２７年１２月３日（木）

（会議）１３：００～１４：４５

（視察）１５：００～１６：３０

開催場所：宇和島市役所 ６階６０２会議室

実施概要：意見交換会にて、各地域の現状を、事前に作成した情報シートを元に説明。

その後、他地域の情報提供の現状や受入れ環境の整備、連携にあたっての

課題、天守を活用した新たな取組み等について意見交換をおこなった。終

了後は、宇和島城へ移動し、「宇和島城城山を守る会」のガイドの皆さま

に案内をしていただき、視察を実施。

視察の様子
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（１）各地域の現状説明

事前に行政担当者に天守の現状についてまとめていただき、ヒアリング結果も合わせ

て情報シートを作成。それを元に、現状説明を各地域行った。

■丸亀城

項目 回答

１．管理箇所

２．天守観光

客動向

（１）入場者数
H.23 64,726 人 H.24 70,740 人 H.25 83,334 人

H.26 87,448 人 H.27 9 万人突破（11.21） 右肩上がり

（２）地域 主に国内、外国人観光客全体の１％、1,000 名程度

（３）世代

全世代

市外子供団体入城者数は 165 名、個人子供入城者数は 6207

名（H.26）

市内子供団体は減免のためカウントには含まれていない。

（４）旅行形態 団体旅行ツアー、ふるさと旅行券利用のお客様も多数。

３ ． ガ イ ド 組

織の概要

（１）ガイド数 22 名

（２）平均年齢 60 代後半

（３）実施状況 3 月から 12 月までの 10 ヶ月間、1～2 月は休業

（４）料金 個人 無料 団体 1,000 円

（５）申込み方法 教育部総務課文化財保護室が事務局（丸亀市教育委員会）

（６）ガイド報酬 なし

（７）教育・研修

状況

年 1～2回程度

４ ． ガ イ ド 利

用の動向

（１）地域 全国（関西方面が多い）

（２）世代 幅広い世代で利用していただいている

（３）旅行形態 観光目的（バスツアー）

５．誘客促進に向けた取組みや

イベントの実施

・平成 23～25 年には婆娑羅京極隊を吉本興業㈱と連携し結

成。イベント等実施していたが、国の補助事業であったため、

現在は休止。平成 26 年からは、地域活性化に向けて住みま

す芸人２名が盛り上げてくれている。現在２代目で、毎週末お

城で会える。

・丸亀城は総高日本一の石垣と小さな天守を売りにしている。

・刀剣女子ブームにより、丸亀城資料館での企画がヒットし観光

客増。刀剣は6,000万円で20年前に購入。丸亀市より企画会
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■松山城

社に発案し実現。上海や台湾からの来訪客も贈。

６．他の城との連携の状況 天守 12城同盟･全国城郭管理者協議会

７．他の組織との連携

（商店街、交通事業者、旅行会

社等）

丸亀市観光協会（滞在型観光誘致促進事業）

８．現在の課題

・天守の展示資料が少ない。

・城内資料館の充実

・丸亀城は行政、中津万象園は民間運営のため、連携が難し

い。

・インバウンド観光への体制

９．城の情報発信の方法

（HP、パンフ、多言語表記等）

・市、観光協会ホームページ ・パンフレット

・デジタルサイネージ等

10．４城連携の実施案

11．その他

・石垣の修理は部分的に修復工事を実施している。平成 29 年よ

り資料館の大規模改修を行う。DC（ディスティネーションキャンペ

ーン）期間中、資料館は閉館。

・宴会や、会議等での使用は過去にない。丸亀城天守は小ぶり

な天守で、安全面でも大人数による一度の入城は困難。さらに

国指定の重要文化財でもあり、そういった使用目的での開放は

困難。

・過去に『中四国のお城と大名庭園』というマップを丸亀市商工

会議所や中津万象園が主体となり制作。

項目 回答

１．管理箇所 伊予鉄道株式会社

２．天守観光

客動向

（１）入場者数
H.23 389,028 人 H.24 389,310 人 H.25 395,660 人

H.26 445,149 人 H.27 50 万人超の右肩上がり

（２）地域 関西 約 20％、関東 約 14％、県内 約 12％、中国 約 10％

（３）世代
50 代 約 18％、30 代 約 17％、60 代 約 17％、40 代 約 15％

小人（小学生以下）の団体人数は 4,836 名（平成 26 年度）

（４）旅行形態 約 6割がマイカー客、個人客が多い。

３ ． ガ イ ド 組 （１）ガイド数 158 名
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織の概要 （２）平均年齢 67 才

（３）実施状況

・松山観光ボランティアガイドの会

・松山城・道後温泉・市内の部門ごとのガイド有。

・ガイド時間は、1～1.5H 程度。

（４）料金 個人 無料 団体 2,000 円（旅行会社手配）

（５）申込み方法 ガイド待機所へ直接申込み。事前予約も可能（１週間前まで）

（６）ガイド報酬 交通費 1,000 円

（７）教育・研修

状況

毎月、会合を行い、研修や情報共有を行っている。

４ ． ガ イ ド 利

用の動向

（１）地域 関東 約 34％、関西 約 20％、中国 約 11％

（２）世代 ※採取データ無し

（３）旅行形態 ※採取データ無し

５．誘客促進に向けた取組みや

イベントの実施

・現存天守の価値を理解してもらう必要がある。

６．他の城との連携の状況

・ボランティアガイド同士の連携はあるが、行政側の連携はあまり

ない。全国的な研修や会議で顔を合わす程度。

・全国 49 城の連携「全国城郭管理者協議会」では年に３回総

会・研修会・役員会で集まる。研修会では石垣について・・等デ

ィープな内容で面白い。現存天守 12 城の連携は、弘前城を応

援する組織。来年度実施内容は未定。

・折角四国には、４城残っているので、もっと連携を深めたい。

７．他の組織との連携

（商店街、交通事業者、旅行会

社等）

商店街とはイベントや、記念事業を共同開催している。交通事業

者や旅行会社とは、旅行商品の開発やクーポン契約など積極的

に行っている。

８．現在の課題

・平成 29年より 5～10年規模の道後温泉大改修に入る。その間

のメイン観光スポットとしての松山城を確立させなければならな

い。城下町の魅力や、光のおもてなし等夜の魅力向上、土曜

市、商店街の屋台を継続的に実施。松山城のブランド化が急

務。

９．城の情報発信の方法

（HP、パンフ、多言語表記等）

HP やパンフ等の多言語化を実施。無料ワイファイの整備をする

とともに、展示物のQR コードを製作している。

10．４城連携の実施案 グルメ対決など、各城の祭りの際に集結する。

11．その他
・平成 11年に小天守の大規模改修実施。

・会議や宴会の会場としての、天守利用経験は無し。本丸広場
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■宇和島城

では実施。

・おもてなしが評価され行ってよかったお城ランキング1位受賞。

・車いすの方も中腹までは、上がることが可能。

項目 回答

１．管理箇所 宇和島市教育委員会文化･スポーツ課

２．天守観光

客動向

（１）入場者数
H.23 32,411 人 H.24 41,940 人 H.25 36,417 人

H.26 40,124 人 H.27 36,242 人(10 月末現在)で右肩上がり

（２）地域
市外からの内半数は県内、半数は西日本（近畿・九州）（平成 24

年 5 月 4 日調べ）

（３）世代

18～30 代 3 割強、40～50 代 3 割強、60 以上 2 割弱（平成 24

年5月4日調べ）子ども団体の入場者数は15団体854人。その

他、子ども向けイベントでの入場者が 1 イベントで 108 人。（平成

26 年度実績）

（４）旅行形態 家族旅行が 7割以上（平成 24 年 5 月 4 日調べ）、個人客多数

３ ． ガ イ ド 組

織の概要

（ 道 先 案 内

人）

（１）ガイド数 実質３～４名

（２）平均年齢

（３）実施状況 ・「うわじま道先案内人の会」にてガイド実施。

（４）料金 個人 無料 団体 2,000 円／台

（５）申込み方法 観光協会にて受付（事務所：きさいや広場内）

（６）ガイド報酬

（７）教育・研修

状況

・「うわじま道先案内人の会」の三好さんを筆頭に、自主的に勉

強会や他地域（今治城・丸亀城等）への研修を実施

３ ． ガ イ ド 組

織の概要

（宇和島城城

山を守る会）

（１）ガイド数 実質２～３名（会員数は 35 名）

（２）平均年齢 65 歳

（３）実施状況 ・伊達入部 400 年祭のイベントとしてまちあるきガイドを実施。

（４）料金 個人 500 円/人 団体

（５）申込み方法 歴史資料館にて受け付け

（６）ガイド報酬
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（７）教育・研修

状況

・メインの活動はそうじやイベントスタッフ

・1～2年に1回城郭研究の専門家を招聘して勉強会を行ってい

る。また、中世の城郭である松野町河後森城跡と共同で合戦体

験を実施したり、丸亀城・高松城等への研修も実施している。

４ ． ガ イ ド 利

用の動向

（１）地域 西日本

（２）世代 中高年

（３）旅行形態 ツアー

５．誘客促進に向けた取組みや

イベントの実施

・イベントは文化スポーツ課・商工観光課等が実施。施設整備や

学生向けお城学習等は文化･スポーツ課担当。

・お城のボランティア団体（宇和島城城山を守る会）が草刈りや

サイン整備等実施し、お城の環境整備を行っている他、イベント

スタッフとしても活動している。

・年 1 回子ども向け学習イベントで天守に宿泊し星空観測や歴

史学習を行うイベントを開催している。小学生親子を対象に、50

名募集。寝袋は持参で、事前にお風呂は済ませ、夜集合。翌日

の朝は、城山を守る会が朝食を提供。

・今年度 NHK 松山放送の番組収録の際に、天守の煙抜き窓の

実証実験として大洲城鉄砲隊が天守内からの発砲を行った。

・うわじま牛鬼まつりの海上打ち上げ花火（7月23日）にあわせて

夜間開城を実施。文化・スポーツ課と城山を守る会が共同で準

備、登城道沿いを竹灯籠及びペットボトル灯籠数千個でライトア

ップしている。

６．他の城との連携の状況
・現存天守を保有する行政担当者（文化財部局）での連携はあ

る。城郭管理者の全国組織や、中四国での勉強会はある。

７．他の組織との連携

（商店街、交通事業者、旅行会

社等）

宇和島市観光協会が旅行商品の売り込みを実施している。その

際、宇和島城を提案した際に連携が必要とされる。

８．現在の課題

・スタンプラリーは効果的かもしれないが、各団体が実施してお

り、お城のスタンプが乱立している。

・やる気はあるが、ガイドの人数が少ない。

・松山（高松・丸亀・今治等）への観光客を南予へも誘導したい。

９．城の情報発信の方法

（HP、パンフ、多言語表記等）

城HP、城パンフ、英語版城パンフは作成している。まちあるきパ

ンフも作成している。宇和島市総合パンフについては英語、中

国語、ハングル、フランス語を作成中。宇和島市作成の観光ア

プリでも宇和島城の情報を発信。英・中・韓の多言語対応版を作



11

■高知城

成中。

10．４城連携の実施案

・歴史的ストーリーが必要。箱物だけではお客様は来ない。

・各地域持ち回りでイベントを実施してはどうか。

・３泊４日の４城（地域）周遊パック商品があれば魅力的だと思う。

・４城のパンフレットもあると良い。

11．その他

・宇和島城城山を守る会でも多少ガイドは対応している。

・道先案内人とは連絡は取り合っているが、連携出来ているとは

言いがたい。

・城守事務局の段取りで 1～2 年に 1 回城郭研究の専門家を招

聘して勉強会を行っており、その会には道先案内人も出席する

ことがある。

・車いすで中腹まで登ることは可能。

項目 回答

１．管理箇所 高知県

２．天守観光

客動向

（１）入場者数
H.23 277,177 人 H.24 252,031 人 H.25 260,907 人

H.26 247,266 人 H.27 横ばい（H.18 37 万人がピーク）

（２）地域
①中四国（38％）、②関西（22％）、③九州（18％）、④首都圏

（14％） ※注：数字はじゃらん調査

（３）世代

男①６０代以上（44％）②５０代（27％）③４０代（26％）、女①６０

代以上（47％）②３０代（25％）③４０代（22％）※注：数字はじゃらん

調査

18歳未満で入場された人数は、36,034人（団体・個人）（平成26

年度）

（４）旅行形態
社員旅行等団体旅行が減少し、日帰り個人客が増加傾向。ただ

し、団体での名城巡りツアーは、人気

３ ． ガ イ ド 組

織の概要

（１）ガイド数 107 人（実働） ※会員数：１２８人（Ｈ２７年７月１日現在）

（２）平均年齢 70 歳（男・女平均も同じ）

（３）実施状況

・高知城観光案内所、天守の二ヶ所に待機し、観光案内を実施

（ＮＰＯ法人土佐観光ガイドボランティア協会）

・日曜日のみとＧＷに高知城案内所に待機し、外国人対応ガイ

ド（高知ＳＧＧ善意通訳クラブ）
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（４）料金
個人 無料 団体 ガイド１名につき 2,000 円

（但し旅行業者介在分）

（５）申込み方法 ＮＰＯ法人土佐観光ガイドボランティア協会に直接申込み

（６）ガイド報酬 （交通費補助）１，５００円程度

（７）教育・研修

状況

・教育：高知観光ガイドブック４（テキスト・高知市近郊）の作成・

発行と現地調査（現地研修も実施）

・研修：県外研修旅行、日帰り研修の実施。ガイドコース（現在１

３コース）の現地研修。県観光ガイド連絡協主催研修参加

・その他：カタコト英会話研修（２６年度）、ＩＴ研修、防災研修など

４ ． ガ イ ド 利

用の動向

（１）地域 地元よりも、高知県外からの観光客利用が多い

（２）世代
団塊世代であるシルバー夫婦の利用が多いが、若者からの依

頼もある

（３）旅行形態 旅行業者による「名城巡りツアー」が、人気

５．誘客促進に向けた取組みや

イベントの実施

・年中楽しめるお城イベント開催：（春＝花街道・あんどん、夏＝

よさこい舞台、夏・秋・冬の夜お城祭り、市民イベントなど）

・（今後の取組）平成 28 年春、県立高知城博物館が高知城横に

開館

・月１ペースでメディア取材があり、多い時には４本／日の取材

対応

・よさこい祭り振興会との連携で「よさこい祭り」に協力（高知城内

に踊る舞台を設置、お茶のお接待、提灯・キャンドルの設置）

・会議会場として、四国４県の知事が集まっての意見交換（平成

18 年）や、高知県主催の「ＩＮＡＰ（有効提携港国際ネットワー

ク）」（平成 26年）での利用実績あり。一般に会議等での利用とし

て開放はしていない。

(http://kochipark.jp/kochijyo/20131121/inap-2.html)

・イベント等の際に、天守閣を観覧用として活用している。（お城

まつりにおける神楽の観覧席等）

６．他の城との連携の状況
８つの天守のある８都市で国宝化を目指す連携取り組み（四国

では、高知市・松山市・宇和島市・丸亀市も連携参加）

７．他の組織との連携

（商店街、交通事業者、旅行会

社等）

・他の観光スポットと連携したクーポンチケットを発売

８．現在の課題
・夜のお城祭り（夏・秋・冬実施）に来城する県外客のさらなる増

加
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（２）意見交換の概要

① 他地域との情報提供の現状について

外国人観光客の増加、歴女のブームなど、広域周遊ルートの重要な拠点となる天

守であるが、現時点では４地域とも城内ガイドの際に他の３城の紹介は行っていな

い。他地域のイベントやチラシの告知も行っていない。

今後、城内ガイドをする際の新たなネタとして、他地域の天守の歴史的背景や、

イベント情報を提供出来るようになれば良い。また、４城のチラシをまとめて設置

し、連携しているのが分かるようにするのはどうか。

② 受入れ環境の整備について

多言語表記については、各地域ばらつきがあるものの実施している。松山城では、

ＱＲコードを制作し、かざすと多言語の説明文が表示される仕組みを作っている。

また、高齢者など足の不自由な方は天守まで徒歩で行くことが困難であるが、概

ねどの天守も中腹までは、車いすで登城することが可能。しかし、天守までとなる

と難しいため、「登城駕籠（かご）」を設置してみるのはどうか。

ソフト面では、主に外国人対応として Wi-Fi の整備をしなければならない。また、

・インバウンド増加に対応して、チラシ・標識・ガイドの多言語化

における文化的な表現等の翻訳。2020 年（オリンピック年）に高

知に来てもらう策。

・高知城から周辺の観光施設等へ周遊を促す取り組み（日曜

市・ひろめ市場・牧野植物園・桂浜等）

・文化財保護の観点と観光施設としての観点の相違

９．城の情報発信の方法

（HP、パンフ、多言語表記等）

・高知県庁、高知市、高知城管理事務所等のＨＰ、高知県の情

報誌（県外版を含む）

・観光案内板の多言語表示、パンフの多言語化、標識の多言語

表示を積極的に進めている

・高知城案内所で多言語動画ガイドサービス（ゲンゴロウ）の無

料貸し出し

10．４城連携の実施案 ・誘客促進に向けた取組やイベントの情報発信などの情報共有

11．その他
・「高知城を国宝に戻そう県民運動」が、発足（２７年７月）

・車いすで、中腹まで登ることは可能。
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Facebook などでの情報発信もしていく必要がある。

③ 連携するにあたっての課題について

４城は距離的にも近くはないので、ただ紹介するだけでは、行くのは難しいので

はないか。それらを繋ぐ、ストーリーや、実際に周遊できるツアー、スタンプラリ

ー等の仕組みづくりが必要。

他の地域へガイドの勉強で行くことはあるが、今回のように意見交換の場はなか

った。ガイドが集まって勉強をする機会があっても良い思う。

他の地域のイベント情報があれば、紹介することは可能。

④ 天守を活用した新たな取組みについて

「特別な場所での、特別な体験」を意味する、「ユニークベニュー」を推進する気

運が高まっている。その中で宇和島城では、天守にて宿泊体験を実施し、天体観測

等夜のお城を楽しむことが出来る取組みを行っている。他にも、高知城では、天守

にて四国４県の知事が集結しての意見交換会や、高知県主催で「ＩＮＡＰ（有効提

携港国際ネットワーク）」にて使用した実績もある。

文化財として、指定されているので、安易に観光素材として活用出来ない反面、

四国内でもこういった動きがあるのであれば、今後の取組みに活用したい。

２－２．第２回現存天守４城の意見交換会

実施日時：平成２８年２月１７日（水）

（視察）１３：００～１４：３０

（会議）１４：４０～１７：１０

開催場所：丸亀市生涯学習センター ４階講座室１

実施概要：第１回の意見交換等をふまえて、事務局より今後の取組み提案をおこなっ

た。その後、事例紹介として、全日本空輸㈱高松支店の阿部支店長と新日

本ツーリスト㈱地域活性化事業部の近江氏に、それぞれ観光の動向や取組

み等をご紹介いただき、最後に意見交換をおこなった。終了後は、丸亀城

に移動し丸亀市文化財観光案内会の皆さんに案内していただき視察を実施。
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視察の様子

（１）今後の取組み提案

全国でも１２城しか残らない現存天守のうち４城が四国に残っているのは、大変貴

重なことであるが、天守を要する地域間の連携は十分とは言えない。各地域様々な誘

客促進、魅力増進に向けた取組みを行っているので、情報共有及び連携しないのは惜

しい。今回の意見交換会をきっかけに、４地域が連携して天守をより魅力的な観光資

源となるよう取組む必要がある。

今後、インバウンド対応、ガイドレベルの向上及び均一化、来訪者アンケートの定

期実施や記帳ノートの設置による現状やニーズの把握等は、各地域での実施強化が望

まれる。

次に、連携実施事項としては、メーリングリストやＦＡＸ、可能であればＳＮＳを

活用した情報共有をし、イベント情報や四季の見どころ等を相互共有すべきだと考え

る。また、今回の意見交換をふまえて、事務局にて４城紹介シートを作成したので、

各地域適宜印刷し、掲示及びガイドの際の案内用にご利用いただきたい。

また来年度以降、旅行会社とタイアップした現存天守を周遊するモニターツアーを

是非実施すべきであること等を提案した。
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（３）事例紹介

有識者として、全日本空輸㈱高松支店の阿部支店長と、新日本ツーリスト㈱地域活

性化事業部の近江氏にご出席の上、各社の取組みや観光の動向をお話いただいた。

① 全日本空輸㈱高松支店 阿部支店長

インバウンドに関することを中心に紹介。海外との直行便が増便したこともあり、

インバウンドは確実に増加傾向にあり、そういった観光客対応は必要なことである。

ヨーロッパには５２の世界遺産が存在し、観光地化され、多くの観光客が訪れて

いる。歴史好きは多いと思うので、きちんと整備すれば今後更に観光客も増えるの

ではないか。中国に駐在していた時にも、東京・大阪だけでなく、四国に行きたい

という人も多く存在していた。

海外の方は、「ここに行きたい」と強い想いがあって観光に来る方が多い。日本の

お城であっても、観光的な側面ではなく、様式美や日本の文化の象徴として等、文

化財としての魅力を好む傾向にある。それらをターゲットごとにどう上手く出して

いくかが重要。
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また、外国人に対して勘違いしがちなのが、日本人は、おもてなしとして寿司・

天ぷら・しゃぶしゃぶといったものを提供することが多いが、近年は普段日本人が

食べている日常の食を体験したいという観光客が多い。本当のニーズを把握し、日

本のありのままの姿を見てもらう等工夫し、リピーター獲得に繋げるべきである。

甲冑の試着体験などは、大変喜ばれると思う。

② 新日本ツーリスト㈱地域活性化事業部 近江氏

自社でバスを有しているので、その強みを活かし、高松発のバスツアーを企画し

ている。当初は、４名から立ち上げたもので、王道の観光地ではなく、ニッチなツ

アーが人気。特徴としては、ツアープランナーとガイドが同じ担当者なので、ファ

ンづくりに繋がっている。最近では、珍しいツアーを求める人が多い傾向にある。

その事例の一つとして、香川大学の学生と連携し、「地元再発見ツアー」を企画実施

している。学生を中心に、取材やプランを企画し、地元の人との交流を楽しむ、人

に会いに行くツアーを実施している。50～60 代の方のファンが多い。

現在は、全国のお城のスタンプラリーを集めていくツアーも実施しており、好評。

天守での宿泊体験を宇和島城にて実施しているとのことだったが、それは即完売に

なると思う。

（４）意見交換の概要

事務局からの提案と、事例紹介をふまえて、意見交換をおこなった。

① ボランティアガイドの課題について

観光業者とボランティアガイドは同業者ではないことを認知してほしい。ツア

ーの団体客からの申込みがあるが、時間にルーズなところが困る。不催行となり、

直前でキャンセルになることや、予定時刻になってもなかなか到着ぜず、結局３

０分以上連絡もなく遅れてきて出発時間は変更なしということもある。その場合、

短時間で天守まで行って、魅力を伝えるためには、かなりのスキルが必要。十分

に楽しんでもらえないまま終わるのは悲しい。また、ガイドの中でもレベルの差

があるので、１、２回の研修ではなく、もっと徹底しレベルアップを図るべき。

また、ガイドは話していることの１０～２０倍の知識を持っている。他地域の３

城の紹介をするにしても、中途半端にはできない。
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② 各種取組みについて

お城ツアーはニッチだが、ダイレクトにお城というよりグルメや花などをメイ

ンにもってくることで、幅広い層に支持されるものになる。例えば、さぬき市の

牡蠣小屋とまんのう公園のイルミネーションを組合わせる等。観光の失敗例は、

他と同じことをしているところ。エリアの特色を出し、見学や体験、美しさをＰ

Ｒしていきたい。また、一事業者だけが頑張ってもなかなか効果は出ない。もっ

と行政も中に入って官民共同で取組むべきではないか。

ＪＲの車内で４城の紹介をするのはどうか。下車駅にパンフレットが設置して

ある状態であれば、行くきっかけなると思う。また、４城の紹介シートは是非ほ

しい。ガイドの時だけでなく、お手洗いの個室や好きなところに掲出出来るよう

にしたい。

ＳＮＳの活用については、ガイドで利用していない方も多いので、すぐの実施

は難しいと思う。
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３．今後の取組み提案

第１回、第２回の意見交換会や現地視察、アンケート調査結果、先進事例の情報を

元に、今後の４城の取組みを提案する。

３－１．各地域での取組みについて

（１）インバウンド対応について

各地域、看板やパンフレット、ホームページの多言語表記や、外国語ガイドの育成

等インバウンドに向けた取組みを今後更に強化する必要がある。また、外国人の主な

情報源は、インターネットである為、Wi-Fi 整備は急務である。

また、松山城で取組みが開始されている情報の「QRコード」化も効果が期待できる。

外国語対応でよくある事例が、一度情報を更新すると、そこから情報の更新が無いと

いうこと、また外国人はよりストーリーを重視することを認知せず、日本語媒体を翻

訳するのみに留まる場合が多く見られ、持続的に情報発信可能な仕組み作りが重要で

ある。

（２）記載ノートの設置について

来訪日や、名前、住所、感想を記入する、記帳ノートの設置状況は現在、下記の通

りである。今後共通デザインの記帳ノートを設置し、来訪者の属性や感想など把握す

ることが可能。
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（３）ガイドのレベル向上について

各地域において実施している、お城のボランティアガイドの育成や勉強会、研修は

今後も継続すべき事項である。

その中で特に検討すべきは、毎回同じガイド内容ではリピーター獲得は困難。そこ

で、連携したテーマ性のあるもの（例：戦国時代の現存天守４城めぐり、幕末の４城

に思いを馳せる）を設定し、４城を巡ると同じテーマで楽しめるようにすることで、

誘客促進、リピーター獲得に繋げる。

上記を実施するにあたっても、意見交換会で出来たつながりを今後継続していくこ

とが望ましい。行政担当者だけでなく、現地で案内をするガイド同士で情報共有が可

能になるので要検討。

（４）来訪者アンケート調査について

今回、四国在住の総数 286 名を対象にアンケート調査を実施した。（アンケート 2種

実施。参考資料参照）四国在住でありながら現存天守の存在を認知していない方も一

定数存在し、来訪経験も低い結果となった。そういった人達の行く動機付けになるよ

うな、幅広い世代が楽しめる、お城を活用した企画を期待する声が多く寄せられた。

現地でも普段から天守にアンケート用紙を設置するなどして、生の声を把握する必要

がある。

「地域が知ってほしいこと」と「お客様が知りたいこと」がマッチングさせること

で、「お城ブーム」だけでない魅力づくりを行い、満足度を高め、リピーター獲得に努

める。

３－２．連携事業について

（１）情報共有について

①現存天守４城関係者で情報共有の徹底

普段から、各地域の情報共有を図ることで、新鮮な情報や他地域の情報を城内ガ

イドでも活用出来、相互送客に繋がる。まずは、メーリングリストやＦＡＸによる

情報共有から始め、将来的にはＳＮＳを活用し、リアルタイムな情報をお客様にも

お伝えできるよう取組む。また、毎月来訪者数（可能な限り国別）を報告すること

で、動向も把握できる。
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（参考）

②４城紹介シートの作成

城内ガイドの際、他の３城も紹介し、連携認知の向上、誘客に繋げる。また、天

守にも適宜掲載し、認知度向上に努める。

【おもて】

仕様／用紙サイズは適宜調整 ４城の情報を１枚にまとめる。

記載内容／基礎データ、別名、石高、築城者、改修者、建築形式、見どころ等
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【うら】

仕様／用紙サイズは適宜調整

記載内容／アクセス情報・各城間の距離・アクセス・所要時間等

（２）連携ツアーの企画検討について

宇和島城天守での宿泊体験を事例に他の３

城でも検討。旅行会社とタイアップし、モニ

ターツアーとして実施。天守だけでなく、食

事も、殿様メニューを現代バージョンで再現

するなど、あらゆる場面から歴史や地域性を

感じられるようにする。

【参考】2015 年 08 月 19 日 愛媛新聞

宇和島城宿泊体験の様子⇒ 行
な
っ
た
。
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【プラン１】

高知城と宇和島城の天守に宿泊を想定した丸亀発の２泊３日の団体バスプラン

【プラン２】

幕末の藩主達に注目し、四国８名城の藩主達の思いを巡る３泊４日間

高知発プラン（宇和島市観光協会 得能政史事務局次長の提案）

【注目スポットの見どころ・聞きどころ】

※１土佐藩 山内家

幕末の四賢候・山内容堂、小御所会議から『鳥羽伏見の戦い』の間、土佐藩は激動

の時期を向かえる。土佐勤王党の首領 武市半平太、山内容堂が起用した吉田東洋、

そしてその東洋暗殺の直前に脱藩した坂本龍馬、この当時の土佐藩の話しは切りが

ないと思うのだが・・・

※２発生寺

坂本龍馬首切り地蔵と推定樹齢３００年の大銀杏の木 見学

※３宇和島藩 伊達家

行程

１ ＪＲ丸亀駅・・・・・丸亀城散策====昼食====高知城散策・・・・・夕食・入浴・・・・・高知城天守宿(泊)

9：30 10：00/12：00 12：30/13：30 15：30/17：30 18：00/21：00 21：30

２ 高知城====宇和島市内昼食====宇和島城散策・・・・・夕食・入浴・・・・・宇和島城天守(泊)

9：00 11：30/12：30 15：30/17：30 18：00/21：00 21：30

３ 宇和島城====松山城散策・・・・・昼食====JR 松山駅====JR 丸亀駅

9：00 11：00/13：00 13：00/14：00 14：30 17：00

行程

１ 高知空港＝＝市内（昼食）＝＝※1高知城＝＝※2発生寺＝＝四万十とうわ＝＝宇和島市(泊)

11:05 11:50/12:40 12:40/14:00 15:00/15:30 16:50/17:10 18:00

２ ホテル＝＝和霊神社参拝＝＝宇和島城＝＝※3伊達博物館＝＝天赦園（昼食）＝＝大洲城＝＝

8:30 8:40/9:10 9:20/10:30 10:45/11:20 11:30/12:30 13:20/14:10

２ ＝＝※4大洲歴史探訪館＝＝湯築城＝＝道後温泉又は松山市内（泊）

14:20/15:00 16:00/16:40 17:00 頃

３ ホテル＝＝※5松山城＝＝今治（昼食）＝＝※6今治城＝＝※7丸亀城＝＝高松市（泊）

8:30 9:00/11:00 12:00/12:50 13:10/14:30 16:00/17:00 17:30

４ ホテル＝＝※7高松城＝＝※8徳島城＝＝松茂町（昼食）＝＝徳島空港

8:00 8:20/9:30 10:40/11:50 12:10/13:00 13:50
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伊達宗城公も、土佐藩主山内容堂・福井藩主松平春嶽・薩摩藩主島津斉彬と並び幕

末の四賢候と称された。彼らは幕政にも口を挟むのだが、さて宗城公の生涯を伊達

博物館の前庭にある宗城公像の前でお聞き頂きます。

※４大洲藩 加藤家

大洲藩は早くから勤王で藩論が一致していた。坂本龍馬脱藩の道、龍馬が運用して

いた『いろは丸』は・・・新事実発見でしょうか。へ～と思わせるお話しをパネル

化されている歴史探訪館でお聞き下さい！

※５松山藩 松平家

親藩である松山藩がとった行動とは？ 長州の動きを警戒しながら一度は土佐藩の

占領下に置かれる。松山藩も激動の渦中に巻き込まれる！

※６今治藩 松平家

隣藩の松山藩とは大きく異なる。幕府と勤王派との周旋に尽力するのだが、情勢を

見極めた定法の行動はいかに！

※７丸亀藩 京極家

幕末の動乱では尊王派として行動。隣藩の高松藩との関係を取り持つ事になる！

※８高松藩 松平家

１８６８年鳥羽・伏見の戦いでは幕府側に就いたため、朝敵となる。今回廻った８

藩（徳島藩を残してはいるものの）各藩の事情が絡み合い、無血開城されることに

なる。その辺りをたっぷりとお聞き頂きます。

※９徳島藩 蜂須賀家

蜂須賀 斉裕は、徳川将軍の一族であったが、幕末の幕政とはある程度の距離を置い

ていた。幕末期、公武合体を目指し、京都などに家臣を積極的に送り込んでいる。

斉裕の生涯も面白い逸話が残っていそうだ！



参考資料



四国の現存天守４城に関するアンケート結果

【アンケート１】対象者/四国在住者 20～60 代 107 名（男性 74％ 女性 26％）

調査時期/平成 28 年 1 月

調査方式/アンケート用紙記入による調査

Ｑ１ あなたは全国現存天守１２城をご存じでしたか？（総数 107）

・「知っている」が 36％、「知らない」64％で半数以上は認知していない。

Ｑ２ あなたは１２城全てを訪れたこと（入館）がありますか？（総数 107）

・「訪問経験あり」は 2％にとどまり、98％は「訪問経験無し」。

Ｑ３ あなたは四国現存天守４城をご存じでしたか？（総数 107）

・「知っている」68％、「知らない」32％と認知度が全国 12 城と比較して大幅に高まる。

Ｑ４ あなたは４城全てを訪れたこと（入館）がありますか？（総数 107）

・「訪問経験あり」38％、「訪問経験無し」61％である。四国在住であっても半数以上は、

訪問経験が無い。

36 64

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい

いいえ

2 98

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい

いいえ

68 32

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい

いいえ

61 138

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい

いいえ

無記入



Ｑ５ 四国４城全てを訪れたのは、過去５年以内ですか？（総数 43）

・４城を全て訪れた４３名中「５年以内」が 35％、「５年以上前」が 65％である。

Ｑ６ ４城訪れた事の無い方は、行ってみたいと思いますか？（総数 72）

・４城を訪れたことの無い７２名中「行ってみたい」が 67％、「行きたくない」が 33％。

半数以上は関心がある。

Ｑ７ これまで天守を訪れた際、ガイドによる案内は付けましたか？

またそうした理由は何ですか。（総数 107）

・「ガイドを付けた」のは 7％、「ガイドを付けなかった」が 83％である。付けた理由には、

「より詳しく知ることができ、楽しめるから」がある。付けなかった理由として、「自由に廻り

たいから」「ガイドが付けられることを知らなかったから」「費用がかかるから」「アプリや観

光パンフで対応できたから」「歴史ではなく、雰囲気や景色を楽しみたいから」等がある。

【付けた理由】

・歴史の話は語り部につきるので。

・ガイドさんに説明してもらった方が絶対面白いと思う。説明を読むだけは飽きる。

・歴史的背景がよく分かり面白かった。ビジュアルのみでは展示物も良く理解できない。

・詳しく知りたかったから。

【付けない理由】

35 65

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい

いいえ

67 33

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい

いいえ

7 83 10

0% 20% 40% 60% 80% 100%

はい

いいえ

無記入

・時間がなかったから。

・ガイドがあることを知らなかった。

・お金がかかるから。頼みにくい。

・自分のペースで見たいから。

・パンフレット、アプリ等で充分楽しめるから。

・手配（予約）に手間がかかるから。

・何が詳しく聞けるか分からない。

・景色を楽しむのが好きだから。



Ｑ８ 天守（お城）の魅力は何だと思いますか？（複数回答可）（総数 228）

・最も多いのは「歴史的な建造物」（33％）、「歴史的背景」（25％）、「天守からの眺望」（23％）と続く。

【その他】

4
2

14
23

25
33

0 10 20 30 40

歴史的な建造物 

歴史的背景

天守からの眺望

雰囲気

四季を感じられる

その他

・足軽になった気分で入城すると楽しい

・日本らしさを感じられる

・建築的工夫、防衛工夫

・殿様になったような気分で町を一望できる

・お城の周りのお店やキャラクター

・ライブ

・攻略方法を検討する

・古き良きものの発見

Ｑ９ 今後お城のイベントやツアーで実施してほしいもの、面白いと思うものがあればご記入ください。

【歴史体感型イベント】

・古戦場めぐり

・攻守に分かれてお城でサバイバルゲーム

・陣取り合戦

・戦国衣装試着・撮影（インバウンド対応）

・歴史に関するクイズによる段位認定

・お城の歴史講習会、ブラタモリ風

・大名かご、居合い体験

・城主、大名の生活再現ツアー

【食関連】

・グルメフェス

・戦国時代のメニューを再現したカフェ等

・ビールまつり、オクトーバーフェス等

・お酒が飲める夜限定イベント

【アトラクション・アクティビティ】

・バンジージャンプ、石垣でボルタリング

・肝試し

・野外フェス

・城鬼ごっこ（けいどろ）世界大会

・登城競争

・結婚式

・クイズラリー、スタンプラリー ・お堀の遊覧

【その他】

・お城ＰＲ動画づくり ・４城周遊モデルコースの設定・観光案内

・プロジェクションマッピング

・クラシックコンサート

・宿泊ツアー

・共通入館チケット（博物館、庭園含む）

Ｑ10 その他ご自由にご記入ください。

・お城に行くメリットを感じないので、情報発信や企画、天守内展示の工夫が必要だと思う。

・建築には多少興味があるか、歴史にはさほど興味がない。

・音声ガイドの貸出があると、旅行者のペースで見て廻れるし、多言語対応出来ると思う。

・四国４城の案内サービスレベルを統一してはどうか。

・丸亀城のように休日になるとゆるキャラが出没したり芸人がいたりすると観光客にうける。

・４城とご当地グルメを楽しむツアーがあると良い

・今のスタンプラリーはハードルが高すぎるので挑戦する意欲をなくす。



【アンケート２】 対象者/四国在住者 179 名 調査時期/平成 28 年 1 月 調査方式/WEB アンケートによる調査

Ｑ１ 四国現存天守４城のうち行ったことのあるお城 (複数回答 総数 453）

・最も多いのは「松山城」31％、次いで「高知城」30％、「丸亀城」23％、「宇和島城」15％と続く。

Ｑ２ 四国現存天守４城のうち行ったことのお城の数 (総数 179）

・「３城行ったことがある」人が 31％と最も多く、「２城」27％、「4 城」22％、「１城」15％と続く。

Ｑ３ １城に行ったことがある２７人の内訳(総数 27）

・「松山城だけ行ったことがある」人が 41％と最も多く、「高知城」33％、「丸亀城」26％と続く。

Ｑ４ ２城に行ったことがある４９人の内訳 (総数 49）

・「松山城と高知城に行ったことがある」人が 43％と半数近くを占め、「丸亀城と高知城」27％と続く。

Ｑ５ ３城に行ったことのある５６人の内訳(総数 56)

・「宇和島城だけ行ったことがない」人が 61％と半数以上を占め、「丸亀城」32％、「高知城」5％と続く。



日時：平成２７年１２月３日（木）１３：００～

場所：宇和島市役所　６階　６０２会議室

【　名　簿　】

№ 所属 役　　職 氏　名

1 宇和島市 教育委員会文化・スポーツ課学芸員 西澤　昌平

2 宇和島市観光協会 事務局次長 得能　政史

3 宇和島城城山を守る会 城代家老 杉田　和雄

4 松山市 産業経済部観光・国際交流課主査 大西　孝史

5 松山観光ボランティアガイド ボランティアガイド 髙須賀　勲

6 松山観光ボランティアガイド ボランティアガイド 鈴木　陸夫

7 丸亀市 産業文化部文化観光課 渡辺　貴大

8 丸亀市文化財観光案内会 会長 森　美正

9 高知県 観光振興部おもてなし課主事 横飛　和明

10 ＮＰＯ土佐観光ボランテイアガイド協会 副会長 根木　勢介

11 ＮＰＯ土佐観光ボランテイアガイド協会 総務部長代理 市川　典子

12 四国運輸局 観光部部長 小幡　章博

13 四国運輸局 観光部観光地域振興課長 高橋　雄二

14 四国運輸局 観光部観光地域振興課課長補佐 小野　めぐみ

15 四国運輸局 観光部観光地域振興課地域係長 櫛田　哲也

16 四国旅客鉄道㈱ 総合企画本部地域連携室副室長 難波　恵美

17 四国旅客鉄道㈱ 総合企画本部地域連携室 髙島　朋江

第１回　現存天守４城の意見交換会

出　　席　　者



日時：平成２８年２月１７日（水）１３：００～

【　名　簿　】

№ 所属 役　　職 氏　名

1 宇和島市 教育委員会文化・スポーツ課学芸員 西澤　昌平

2 宇和島市観光協会 事務員 水野 亜樹

3 宇和島城城山を守る会 副代表 芝 浩

4 宇和島城城山を守る会 副代表 石崎 勝

5 松山市 産業経済部観光・国際交流課主査 大西　孝史

6 松山観光ボランティアガイド ボランティアガイド 髙須賀　勲

7 松山観光ボランティアガイド ボランティアガイド 鈴木　陸夫

8 丸亀市 産業文化部文化観光課主事 渡辺　貴大

9 丸亀市文化財観光案内会 会長 森　美正

10 丸亀市文化財観光案内会 ボランティアガイド 中井　隆一

11 丸亀市文化財観光案内会 ボランティアガイド 高畑　昭

12 丸亀市文化財観光案内会 ボランティアガイド 都築　克徳

13 丸亀市文化財観光案内会 ボランティアガイド 堤　透

14 丸亀市文化財観光案内会 ボランティアガイド 大北　隆子

15 丸亀市文化財観光案内会 ボランティアガイド 横田　勝彦

16 丸亀市文化財観光案内会 ボランティアガイド 三宅　仁志

17 丸亀市文化財観光案内会 ボランティアガイド 倉本　実紀

18 丸亀市文化財観光案内会 ボランティアガイド 福本　俊治

19 高知県 観光振興部おもてなし課主事 横飛　和明

20 ＮＰＯ土佐観光ボランテイアガイド協会 観光研修部長 丸田　宏子

21 ＮＰＯ土佐観光ボランテイアガイド協会 観光研修理事 畠中　桃子

22 全日本空輸㈱ 高松支店支店長 阿部　浩之

23 新日本ツーリスト㈱ 地域活性化事業部 近江　明帆

24 ㈱読売旅行 高松営業所所長 小東　政夫

25 四国ツーリズム創造機構 事業推進本部グループリーダー 別所　智之

26 四国運輸局 観光部部長 小幡　章博

27 四国運輸局 観光部観光地域振興課長 高橋　雄二

28 四国運輸局 観光部観光地域振興課課長補佐 小野　めぐみ

29 四国運輸局 観光部観光地域振興課地域係長 櫛田　哲也

30 四国旅客鉄道㈱ 総合企画本部地域連携室室長 宮脇　正行

31 四国旅客鉄道㈱ 総合企画本部地域連携室副室長 難波　恵美

32 四国旅客鉄道㈱ 総合企画本部地域連携室 髙島　朋江

第２回　現存天守４城の意見交換会

出　　席　　者


