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１．事業概要

１-１. 目的

全国には希少価値の高い木造天守が１２城現存しており、そのうち４城が今も

四国の地に残っている。それらは天守そのものの美しさだけでなく、石垣や庭園、

さらには城下町のくらしが残っていることから、地域のランドマークとして親し

まれている。

また、近年は歴史ブーム・お城ブームも相俟って入城者数が増加傾向にある。

これらを一過性のブームとして終わらせず、４城一体となり四国内外に向けて現

存天守の認知度向上、歴史的価値やブランドをＰＲしていくことで、末永く多く

の観光客に来訪していただくことを目的とする。

加えて、現存天守４城以外にも四国には全国に誇る名城が点在していることか

ら、城を核として周辺観光地と組み合わせた地域間の交流人口拡大（広域観光客

増）に向け、四国各地域に対する観光地域振興のモデルを示す。

【参考資料】四国在住者への現存天守の認知度調査 対象者／四国在住の男女 20～60 代 107 名

Ｑ１ あなたは全国現存天守１２城をご存じでしたか？

・「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 あなたは四国現存天守４城をご存じでしたか？

・「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増加。

Ｑ３ あなたは４城全てを訪れたこと（入館）がありますか？

・「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。

（平成 28 年１月実施）

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

36 64

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

はい

いいえ

全国現存天守１２城の認知度と比較すると、四国４城の認知度は大幅に増加するが、

実際に訪れている方は、四国在住であっても半数近く減少する。
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１-２. 実施方針

（１）対象地域

四国に現存する天守、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。

（２）方針

昨年度は、本事業の１年目として、各城の代表者が集まり意見交換会、現地視

察を行った（第１回：宇和島市 第２回：丸亀市）。２年目となる今年度は、「４

城の認知度向上及びブランド化」「周辺観光地を活かした旅行商品造成」に向け

て、以下の３つの事業に取り組む。

① パンフレットの製作

② お土産商品開発

③ 周遊型観光モデルコースの検討

パンフレットについては、四国内に現存する４城相互認知度向上を図るため、

既存のパンフレットには記載されていない情報や、各現存天守及び城内施設の歴

史的・文化的価値、地元ガイドしか知らない見所等を盛り込み製作する。

お土産商品については、全国的な幅広い層への認知度浸透と誘客促進に繋げる

べく、４城をイメージするオリジナル商品を企画開発し、各城周辺のお土産屋等

の店舗で販売展開する。

モデルコースの検討については、既存の旅行商品の傾向を調査し、現存天守以

外の天守や周辺観光地を含めたプランを企画する。

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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１-３ 事業の実施体制

今年度は、事業ごとに専門家や関係者と連携を図りながら取り組む。

現存天守４城担当者会議実施状況

実施日 平成２９年１月１１日（水）

実施場所 四国運輸局松島庁舎会議室

出席者 現存天守関係自治体担当者

四国運輸局

ＪＲ四国地域連携室（事業受託社） 以上８名

実施内容 〇今年度事業の進捗状況の報告と今後の検討

〇各城の取り組みに関する情報交換各地域の現状説明

会議の様子

◆全体 現存天守４城の関係自治体

①パンフレット製作

情報提供・取材対応 丸亀市文化財観光案内会

松山観光ボランティアガイドの会

宇和島城 城山を守る会

NPO 土佐観光ボランティアガイド協会

デザイン・構成 外部専門デザイナー

②お土産商品開発

企画開発 ㈱ルーヴ

③周辺型観光モデルコースの検討

プラン提供 関西を中心とする旅行会社等

専門家・関係者
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２．パンフレットの製作

２-１. 製作の目的

四国の現存天守４城は、各地域イベントやキャンペーンの実施、案内看板設置やお

手洗いの設備等のハード面整備、ガイド育成、パンフレット製作等のソフト面での整

備など勢力的に誘客促進に取り組んでいる。しかし、広域周遊観光という視点で見る

と、４城を周遊する観光客は決して多いとは言えない現状にある。

それらの課題をふまえて、４城及び周辺観光地の情報、地域ならではの共通する価

値や、都市伝説、アクセス情報等をまとめた周遊パンフレットを製作することで、誘

客促進、広域周遊観光客の増加を図る。

現在、四国在住者でも、４城を周遊経験者は低い数値である為（１頁参照）、まずは

気軽にお城に興味を持っていただけるような、コアではなく一般観光客をターゲット

にしたパンフレット製作に取り組む。

◆製作のポイント

（１） 「お城初心者」でも関心を持てるよう４城の魅力を分かりやすくまとめる。

（２） 公共交通でのアクセスや天守及び周辺観光地の情報等を明確に記述する。

（３） 情報発信力の高い旅好きな女性をメインターゲットとする。

２-２. 文献調査

現地取材前には、上記に記載しているようなターゲットに合致するパンフレット製

作に向けて、既存の城パンフレットには掲載されていないような新たな視点で、城情

報及び周辺観光施設等の情報収集を行った。
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（１）丸亀城

（２）松山城

NO. 名称 概要 分類

1 寶月堂
【お城最中】城下町で昔ながらの和菓子を作り続ける老舗の和菓子屋。お城の形をモチーフにした最

中は、自分で餡を絞り出してつめるお土産にもピッタリの商品。
食

2 菓子匠 みどりや総本舗
【福福餅】創業約70年の老舗和菓子店。こし餡をもちもちの生麩で包んだ「福福餅」が名物で県外の

ファンも多い。
食

3 ハート石
丸亀城大手門付近にある立派な石垣。よく見るとその中ほどにハート型の石がある。触ると恋愛成

就、夫婦円満のご利益があるとか。
スポット

4 ３つの日本一を持つお城 石垣の高さ日本一、井戸の深さ日本一、天守の小ささ日本一 スポット

5 おいり 西讃で結婚式の引き出物として知られている。カラフルで可愛い定番商品。 食

6 天守にあるハートの装飾
お城の装飾にハートマークのような伝統模様が。難易度は高いが、見つけると恋愛成就や御利益があ

るかも。
スポット

7 絶景スポット 天守から讃岐富士や瀬戸大橋を眺めることができるスポット 景色

8 石垣のユニークな刻印 要確認 ４城共通

9 屋根瓦の家紋 藩主が変わると家紋も変わる。誰の家紋なのか確認。 ４城共通

10 藩主銅像 女子ウケするのか謎。イケメンの像だったら可？ ４城共通

11 車窓からお城が見える JR丸亀駅から見ることができる。 ４城共通

12 ハート・パワースポット候補を探す 門、石垣、天守柱（木目）、井戸等 ４城共通

13 骨付き鳥
丸亀市発祥のご当地グルメとして大人気。鶏の骨付もも肉をスパイシーに味付けし、じっくり焼いた

ビールも進む一品。
食

14 うちわ作り体験
丸亀城内の「うちわ工房 竹」にて、伝統工芸師のうちわ作りの様子を見ることはもちろん、1人800円

で製作体験ができる。世界にひとつの「MYうちわ」作りは旅の記念にオススメ。
体験

15 絵手紙おばあちゃん
丸亀城で10年以上絵手紙を書き続けているおばあちゃんが話題に。身近な草花を描いた素朴な水彩画

に一言添えた言葉が、どこか胸に響くと、全国からわざわざこの絵手紙を貰いに多くの人が訪れる。
４城共通

16 猪熊美術館 全国でも珍しい駅前美術館。現代美術作品が多く展示され館内のカフェも人気。 スポット

NO. 名称 概要 分類

1 四国有数のパワースポット

大天守と小天守・南隅櫓（みなみすみやぐら）・北隅櫓を渡り櫓（廊下）で結んだ連立式の珍しい毛

様式。日本三大平山城の一つとして知られ、敷地一帯は国の史跡に、建造物21棟は国の重要文化財に

指定されている。ミシュランの観光版日本編でも２つ星に選定されるなど観光地としても人気。また

最近ではパワースポットとしても注目を集めており多くの観光客で賑わっている。デートのマンネリ

打破として自然の中を散策するのもおすすめ。H.25行って良かったお城ランキングNO.1！

スポット

2 アートな石垣 本丸の高さ14ｍを超える屏風折の石垣は、カーブしており芸術的。 スポット

3 松山城二之丸史跡庭園

2013年「恋人の聖地」に選定された。和風情緒ある景観に加え、日露戦争時ロシア人捕虜の男性と日

本人女性看護師のロマンスを秘めた金貨が出土したこと、結婚式の前撮りの場所として年間500件ほ

どの撮影が行われていることなど、ロマンティックなスポットであることが認定のポイント。「誓い

のメッセージ」有

スポット

4 夜景 天守の夜間特別営業日には松山の夜景を楽しむことが出来る。 景色

5 住民票を持つしゃちほこ！？

松山城にはしゃちほこが２体ある。全国から名前を募集し、南側は「天丸」、北側が「まつ姫」と命

名された。この一対のしゃちほこが松山城のてっぺんから街を見守っている。平成18年6月には市長

から「お城の住民票」が交付された。

スポット

6 石垣のユニークな刻印 要確認 ４城共通

7 屋根瓦の家紋 藩主が変わると家紋も変わる。誰の家紋なのか確認。 ４城共通

8 藩主銅像 女子ウケするのか謎。イケメンの像だったら可？ ４城共通

9 車窓からお城が見える JR松山駅・伊予鉄市内電車各所から見ることができる。 ４城共通

10 ハート・パワースポット候補を探す 門、石垣、天守柱（木目）、井戸等 ４城共通

11 萬翠荘（ばんすいそう）

松山城麓に建つ大正浪漫漂うフランス式ルネッサンス風の洋館。昭和60年に愛媛県指定文化財に指

定、平成23年に国の重要文化財に指定されており、拝観することが出来る。   ●本物のクリスタル

のシャンデリアがあり、水晶のパワーがもらえるパワースポットとして県外から訪れる人もいる

スポット

12 道後温泉

「日本書紀」にも登場する日本最古の温泉。本館はジブリ「千と千尋の神隠し」のイメージにもなっ

たことでしられており、四国の老舗観光地として賑わっている。毎朝6時には太鼓の音で開館を告げる

など、歴史ある温泉情緒もかもしだしている。

スポット

13 坊ちゃん列車
「坊っちゃん列車」は夏目漱石の小説「坊っちゃん」が由来の蒸気機関車モデルの路面電車。鉄道

ファンのみならず、観光客の人気を集めている。
スポット
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（３）宇和島城

（４）高知城

NO. 名称 概要 分類

1 チョコッとコラム
伊達藩が北海道へ開拓した経緯から、当別町と姉妹都市提携をしており、ロイズの直営店舗が宇和島

のきさいや市場にある（西日本唯一）
食

2 装飾性の高いこだわり多めの天守
現存天守は泰平の時代に建造され、天守は武備を離れ、領主の威容を示すことに重点が置かれるよう

になり、装飾性が高い。
スポット

3 日本最南・再西にある現存天守 夕日スポットはないか要確認。 景色

4 じゃこ天
海辺のお母さんの味。魚のすり身の揚げ物。「雑魚(小魚)天」から「じゃこ天」となったと言われる

庶民の食卓から生まれたスローフード。
食

5 天赦園（てんしゃえん） 四季折々の風情が水面に映る伊達政宗ゆかりの地。幕末の国事斡旋の舞台ともなった大名庭園。 スポット

6 石垣のユニークな刻印 要確認 ４城共通

7 屋根瓦の家紋 藩主が変わると家紋も変わる。誰の家紋なのか確認。 ４城共通

8 藩主銅像 女子ウケするのか謎。イケメンの像だったら可？ ４城共通

9 車窓からお城が見える 難易度は高いが、JR宇和島駅到着直前に見ることができる。 ４城共通

10 ハート・パワースポット候補を探す 門、石垣、天守柱（木目）、井戸等 ４城共通

11 一口城主 一口5000円 城主証がもらえる その他

12 宇和島真珠会館

オリジナル真珠MON PEARL(モンパール)でアクセサリー加工体験  ブローチ・ネックレス1000

円＋材料費※予約が必要です 0895-23-0818  パールスイートクランチというオリジナルのお菓

子あり。中身はわかりませんが・・

体験

13 木屋旅館パールエステ

パールエステ/真珠パウダーで行うご当地エステ 4月～11月の第3日曜日 60分コース

1万円  ●木屋旅館も魅力的 明治時代から著名人が多くとまった旅館 ２～１０名

で1棟を借りてとまるスタイル

体験

14 九島 橋がついて今一番熱いスポットだとか・・ スポット

15 こんがりあん 塩パンが人気 お城の近く グルメ

16 ふくめん
宇和島の郷土料理  千切りこんにゃくの上にいろいろなそぼろをのせているヘルシー

料理。女子ウケしそう。
グルメ

17 太刀巻き
太刀魚を竹に巻きつけたもの どんぶりサミットで人気になった太刀巻きちりめん丼も

ある
グルメ

NO. 名称 概要 分類

1 鬼瓦のハートマーク 猪目という昔からの建築装飾の一種。難易度は高いが、御利益がありそう。 スポット

2 ハートマークの乳型金物
追手門 の扉は銅板でがっちり補強されており、扉に付けられた乳型金物がハート型の金具で、珍し

い。見つけるとなんだかハッピーな気分に
スポット

3 石垣のユニークな刻印 要確認 ４城共通

4 屋根瓦の家紋 藩主が変わると家紋も変わる。誰の家紋なのか確認。 ４城共通

5 藩主銅像 女子ウケするのか謎。イケメンの像だったら可？ ４城共通

6 車窓からお城が見える 難易度は高いが、JR宇和島駅到着直前に見ることができる。 ４城共通

7 ハート・パワースポット候補を探す 門、石垣、天守柱（木目）、井戸等 ４城共通

8 路面電車

高知でちんちん電車の愛称で親しまれ、レトロな雰囲気の車両が魅力。のんびりとしたスピードで車

や徒歩とはひと味違う高知の表情を教えてくれる。また、「日本一歴史ある路面電車」「日本一長い

路線距離を持つ」「日本一短い停留区間を持つ」という３つの日本一に輝いている。

その他

9 日曜市 大手筋1300メートルに約430店 ●別の場所で火曜市・木曜市・金曜市も開催している スポット

10 アイスクリン アイスクリームではなく高知名物の氷菓 店舗１×1＝1アイスクリンは、はりまや橋近く徒歩１０分 グルメ

11 いもけんぴ 高知名物 マツコも大好き グルメ

12 ぼうしパン 帽子のようなカタチをしたパン つばのところがカステラ生地 グルメ

13 鍋焼きラーメン 鶏のだし 鍋焼きうどんのラーメン版 グルメ

14 五台山・牧野植物園 見晴らしがよい スポット

15 高知よさこい情報交流館 よさこいシアターや展示のほか、衣装をつけて踊りを体験したり記念撮影ができる 体験

16 高知城歴史博物館http://kochi-johaku.jp/ 来年3月オーブン予定 立派な施設のようです スポット
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２-３. 現地取材

事前調査を元に、各自治体の城関連に対する現状のヒアリング及び現地取材を行っ

た。実施にあたり、各自治体への事業説明及び現況取り組みのヒアリングと、各ガイ

ド団体案内の元、現地取材を行い、連携を図りながら取り組んだ。

名物おばあちゃん（丸亀城） 丁寧なガイド案内の元取材・撮影（高知城）

約 400 種類の植物が生息（宇和島城） 各城至る所にあるハートの形をした猪目（松山城）

日時 時間 場所 担当者 内容

14:00 丸亀市役所 丸亀市産業文化部文化観光課主事 渡辺様 説明

15:00 丸亀城 丸亀市文化財観光案内会会長 森様 取材

13:00 高知県庁 高知県教育委員会事務局文化財課チーフ文化財担当 中内様 説明

14:30 高知城 ＮＰＯ土佐観光ボランテイアガイド協会会長 森岡様 取材

10:00 宇和島城
宇和島市教育委員会文化課文化財保護係学芸員 西澤様

宇和島市観光協会 水野様

説明

取材

14:00 松山市役所 松山市産業経済部観光・国際交流課 松田様 説明

15:30 松山城 松山観光ボランティアガイド 平岡様 取材

9/6(火)

9/8(木)

10/25(火)
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２-４. パンフレット仕様

文献調査・現地調査等を元にパンフレット製作を行った。仕様は下記のとおり。

タイトル ／ 現存天守で幸せ探し いにしえのお城ロマンをめぐる四国旅

形 状 ／ Ａ２判 ２つ折り+観音折り（Ａ５サイズ） 両面カラー

印刷部数 ／ ６，０００部

表 紙 面 ／ 表紙、全国の現存天守１２城の紹介、各城概要と見どころ情報、

アクセスマップ（広域周遊を想定）

マップ面 ／ おさんぽマップ（各城周辺地域の観光情報）、グルメ・お土産情報、

お土産開発商品の紹介

配布場所 ／ 現存天守及び周辺施設等

表紙

アクセス情報

全国の現存天守

12 城の紹介
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各城の詳細情報

各城の見どころを歴史的視点に囚われず、ビジュアル的な部分やパワースポットと

して知られている箇所等に着目し情報を分かりやすく掲載した。

また、各城随所に施されているハートマーク「猪目」にも着目し、「見つけるとちょ

っと幸せな気分になる」幸せ探しのパンフレットに仕上げた。
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おさんぽマップ

マップ面は、お城だけでなくその周辺観光施設も楽しんでいただくため、各地域選

りすぐりの情報を掲載。グルメやお土産商品、人、体験プログラムの情報等も掲載し、

この１冊で４城及び４地域を満喫していただけるよう製作した。

今後、対象天守は勿論のこと、全国の現存天守１２城への設置依頼も行い、四国内

外に向けて現存天守の認知度向上、歴史的価値やブランドをＰＲし、末永く多く

の観光客に来訪していただけるような魅力ある地域づくりに今後も取り組む。
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３．お土産商品の開発

３-１. 開発の目的

四国の現存天守４城共通のお土産商品を開発し、旅行先で必ずと言って良いほど立

ち寄るお土産屋やお城の売店、道の駅等にて販売することで、現存天守４城の認知度

を高める。

◆開発のポイント

（１） 観光客が現存天守４城に関心を持つ商品開発に取り組む。

（２） ブランド力の高いメーカーとコラボし、相乗効果を高める。

（３） 試作だけでなくパッケージデザインまで行い販売に繋げる。

３-２. 開発に向けた取り組み

今回開発するにあたり、商品開発に勢力的に取り組み新商品を続々販売し、地域内

外からも高い評価を受けている下記の菓子工房にご協力いただき取り組んだ。

（１）協力企業

◆社 名 株式会社ルーヴ

◆本店所在地 香川県高松市鹿角町 290-1

◆電話番号 087-869-7878

◆設立年月日 1985 年 9月 2 日

◆受賞歴 2010 年「たべてんまい」かがわ県産品コンクール優秀賞受賞

2014 年第 1回香川県洋菓子コンテスト最優秀賞受賞

2015 年「和三盆手巻」モンドセレクション 4年連続最高金賞受賞

2015 年「讚の岐三」モンドセレクション 4年連続金賞受賞

2015 年「もちぺったん」かがわ県産品コンクール優秀賞受賞

2016 年「いりこいり」かがわ県産品コンクール優秀賞受賞 etc.
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（２）開発経過

第１回試作品

第２回試作品

第３回試作品

内容 実施日 場所 内容

第１回開発検討会 平成２８年９月６日(火) ルーヴ菓子創造研究所
事業内容の説明

ターゲットの設定・イメージ共有

第２回開発検討会 平成２８年１２月１５日(木) ルーヴ菓子創造研究所
試作品の説明

改良事項の検討

第３回開発検討会 平成２９年１月２４日(火) ルーヴ菓子創造研究所
試作品の説明

パッケージ・商品名の検討

販売価格・販路検討

第４回開発検討会 平成２９年２月２４日(金) ルーヴ菓子創造研究所
完成商品の説明

販売価格・販路検討
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（３）完成商品仕様

完成商品・パッケージ

オリジナルリーフレット
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◆商品名 四国 de城さんぽ

◆名称 焼菓子

◆内容量 お城クッキー×８個、お城もなか×１個、

ハートモザイククッキー×２個

※オリジナルリーフレットも同封

◆製造者名 株式会社ルーヴ

◆販売 平成２９年４月より天守周辺店舗、最寄り駅 KIOSK 等にて販売開始

今年度事業により４城共通のお土産商品が完成した。これを活用し、四国の現存天

守４城の認知度向上に努め、「食」を通じてお客様に四国の魅力に触れていただく機会

を増やしていく。



15

４．担当者会議･周遊型観光モデルコースの検討

４-１. 担当者会議の実施

今年度事業の進捗状況の報告と、担当者間の取り組み内容の情報共有、また４地域

を周遊する旅行プランの検討を行うため、下記日程にて四国の現存天守関係自治体担

当者による会議を開催。

（１）概要

実施日 平成２９年１月１１日（水）

実施場所 四国運輸局松島庁舎会議室

出席者 丸亀市産業文化部文化観光課主事 渡辺 貴大

松山市産業経済部観光・国際交流課主査 松田 耕一

宇和島市教育委員会文化・スポーツ課学芸員 西澤 昌平

宇和島市観光協会 水野 亜樹

四国運輸局観光部観光企画課課長 木下 航次

課長補佐 澤村 佳典

係長 松岡 健太

四国旅客鉄道(株)総合企画本部地域連携室 髙島 朋江

※所用により欠席 高知県教育委員会事務局文化財課チーフ 中内 勝

実施内容 〇今年度事業の進捗状況の報告と今後の検討

〇各城の取り組みに関する情報交換各地域の現状説明

（２）会議録 ※配布資料は資料編参照

①課長挨拶

・各地域様々な事業に取り組まれており、入場者数も増加している。入場者数増加

が地域活性化にもつながってくると思うので、今後も４地域積極的に連携を図り

ながら取り組んでいただきたい。

・国が掲げる新インバウンド目標値２０２０年４，０００万人に向けて、文化財に

ついても魅力づくりにより一層注力する必要がある。

・今日は事業の報告と各城の意見交換なので、活発な議論をお願いしたい。

②パンフレットについて

・アクセス時間の修正

・「松山鯛めし→北条鯛めし」記載修正 →各自持ち帰り再度校正。
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③お土産商品について

・商品名にパンフとリンクした言葉が入ると良いのでは？

・女性をさらに意識した商品が良いと思う。

・商品内容が良く分かるようクッキーアンドサブレを強調すべき。

・お城のシルエットを入れるのはどうか。

・各地域、関係施設への販売交渉の了承を得た。

・４月販売開始を目標に今後取り組んでいくことで決まった。

→主にパッケージに関する意見が多く挙がったため、販売者と再度検討の上修正。

④旅行プランについて（提案プランをベースに検討）

・２日目に愛媛県立西予市歴史博物館を入れてはどうか？祭やお城について、分か

りやすくまとめている。

・湯築城はオプションで良いかも。

・４日目は城跡ばかりなので、３日目を丸亀市泊にして４日目の朝丸亀城にいくの

はどうか。万象園や猪熊弦一郎美術館もある。

・満足度を高めるには自由時間も必要。

・宇和島城はスタンプラリーでもアクセス的に難易度が高いとされるため、ツアー

に組まれていると喜ばれると思う。

・インバウンドは歴史好きが多い。香港の個人客が多く、レンタカー利用がメイン。

・天守をツアーに組み込むと開館、閉館時間がネック。

・大洲城の甲冑体験人気。宇和島でも甲冑はあるが、貸し出しできる人が常駐して

いないので、普段は行っていない。月２回は甲冑を着てガイドをしており、外国

人受けも良い。

・湯築城は英語ガイドもあり。湯築城に限らず、多言語を話せる人がボランティア

ガイドを継続する可能性は低い。

→提案ベースに挙がった意見を可能な限り組み込み、より充実した魅力あるプラン

を企画。

⑤各城の取り組みについて

◆丸亀城

・吉本住みます芸人の任期が今年で終了するため、人力車芸人を検討中。駅～お城

か、城内を人力車を走らせる予定。３ヶ国語話せるので、観光案内でも役に立つ。

土日祝日年末年始は城内で漫才をしている。

・月一のイベントを来年度も強化していく、行ったらいつも何かやっている姿勢で

取り組んでいく。

・天守の開城時間をサマータイムの時期１時間延長し好評であった。
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・パンフレットの英訳は職員によって無料で行った。

・入場者数が、瀬戸大橋開通時期を含めても過去最高の実績。

・観光協会と連携すると動きやすい、収益を次回のイベント予算にまわすようにし

ている。

◆松山市

・四国内の連携はまだ不十分だと思う。今後、松山城にて全国的な催しも開催され

るので、是非連携して取り組んでいきたい。

・天守に入ることが条件で、旅行会社への割引を行なっている。

・今年は、第５回全国お城サミットが松山城で開催されるので、さらにお城への注

目度は高まる。

（過去の開催地：第１回/会津若松 第２回/彦根 第３回/大垣 第４回/弘前）

◆宇和島市

・入場者数はイベントに左右されるが、全体的には増加傾向にある。

・ボランティア団体による手作り灯篭をうわじま牛鬼祭りで並べており好評。

・市内の子ども向けにお城のペーパークラフトを配布（非売品）。

・特産品である、真珠を活用ＰＲするため「パール婚式（結婚３０年）」の企画を実

施している。

・子どもの日は、毎年子ども向けイベントを実施している。

◆その他意見交換での話題

・ガイドさんの高齢化課題、増やす事が難しい。松山市のガイド研修は観光協会で

実施している。

・お金を落としていく仕組みづくりの必要性。

・今後是非連携を取りながらイベントにも共同出展等検討していきたい。

４-２. 周辺型観光モデルコースの検討

平成２９年、大政奉還１５０年を迎えるにあたり、各旅行会社ではお城関係のツア

ーを精力的に造成している。本事業においても、既存の旅行商品や企画案をもとに、

より魅力的な旅行プランを検討する。提案プランをベースに担当者会議にて、さらに

深度化を図り、旅行会社向けの企画提案書としてまとめた。秋・冬の企画造成に向け

て、関西圏の旅行会社への提案も行った。次頁は企画内容をまとめたものである。
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【旅行会社向け企画資料】

◆四国の現存天守４城をめぐる旅行プランについて 2017.03

（１）各城の現状

【丸亀城】

H.23/64,726 H.24/70,740 H.25/83,334 H.26/87,448 H.27/101,869 （人）

前年比約１万人増と脅威的なペースで入場者数を伸ばしている。

今年度は１２月時点で、１１万人突破。毎月城内イベントを開催して

おり、誘客促進事業を強化している。全国の現存天守との連携交

流イベントも実施。（弘前城、丸岡城等）

【松山城】

H.23/389,028 H.24/389,310 H.25/395,660 H.26/445,149 H.27/498,631 （人）

平成２８年度来場者数が、２０年ぶりに５０万人を突破。道後温

泉の大改修にあたり、松山城がこれまで以上に主力スポットとし

て注目されていく。イベント時等には、夜間も天守へ入城すること

ができ、夜景が一望でき大変好評。

【宇和島城】

H.23/32,411 H.24/41,350 H.25/36,337 H.26/38,861 H.27/53,792 （人）

入場者数は増加傾向にあり、特に平成２７年度は宇和島伊達４０

０年祭があったこともあり、初の５万人を突破。今春のツアー対応依

頼が、昨年度年間実績を越える等、お城が注目を集めている。月

に２回は、甲冑を身にまとったボランティアガイドが場内を案内をし

ており、外国人受けも良い。

【高知城】

H.23/277,177 H.24/252,031 H.25/260,907 H.26/247,266 （人）

夫婦仲の良さで伝わる山内一豊・千代夫妻が高知城に住んでい

たことから、高知県産の珊瑚を広めていく活動の一環として、「珊瑚

婚式（結婚 35 周年）」イベントを本丸周辺で開催するなど、積極的

に天守の活用に取組んでいる。平成２９年３月には高知城歴史博

物館が開館。

日本一の高さを誇る見事な石垣

天守からの夜景

細部までこだわった造りの天守

現存 12 城で最南・最西に

位置する天守
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（２）提案プラン

○四国の名城をゆったり大満喫していただくプラン

○お城だけでなく、周辺観光地も楽しむことができる。

（３）聞きどころ・みどころポイント

○高知城／土佐藩・山内家

夫婦仲の良さで伝わる山内一豊・千代夫妻が住んでいた高知城。天守内にある、夫婦円

満の代名詞ともされるおしどりが彫刻された欄干も要チェック。

○高知城歴史博物館

今月高知城すぐ近くにオープンした博物館。山内家伝来の資料を中心とした展示の他、兜

や陣羽織の試着ができるコーナーも開設。見て学んで遊べる新スポット。

○道の駅四万十とおわ

四万十流域の素材を使ったオリジナル商品が多数並ぶ、人気の道の駅。地元の栗を使っ

たモンブランは、メディアにも多々取り上げられるほどの人気商品。

○宇和島城／宇和島藩・伊達家

歴史的価値も勿論高いが、天守までの道中にある 400 種類にも及ぶ豊かな緑や花も魅力

の１つ。それぞれに手作りの名称看板を設置しており、植物園の様なお城に癒される。

１ 高知空港 ＝＝＝ 昼食 ＝＝＝ 高知城 ＝＝＝ 高知城歴史博物館 ＝＝＝

11：00 頃 11：50/12：40 12：50/13：50 14：00/14：50

道の駅四万十とおわ ＝＝＝ 宇和島市(泊)

16：45/17：00 18：00 頃

２ 宿 ＝＝＝ 和霊神社 ＝＝＝ 宇和島城 ＝＝＝ 伊達博物館 ＝＝＝ 天赦園(昼食) ＝＝

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

愛媛県立歴史博物館 ＝＝＝ 大洲城 ＝＝＝ 大洲市立歴史探訪館・まちの駅あさもや ＝

13：00/14：00 14：30/15：15 15：30/16：00

＝＝＝ 松山市内(泊)

17：00 頃

３ 宿 ＝＝＝ 湯築城 ＝＝＝ 坂の上の雲ミュージアム ＝＝＝ 松山城 ＝＝＝ 昼食 ＝＝

8：30 （フリー） 9：00/9：45 10：00/11：30 11：45/12：30

＝今治城 ＝＝＝ 中津万象園 ＝＝ 丸亀市内(泊)

13：30/14：10 16：00/17：00 17：30 頃

４ 宿＝＝＝ 丸亀城 ＝＝＝ 高松城 ＝＝＝ 昼食 ＝＝＝ 徳島城 ＝＝＝ 徳島空港

8：00 8：30/9：30 10：30/11：00 12：30/13：15 13：30/14：15 15：15 頃
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○天赦園

伊達家ゆかりの大名庭園。ショウブやフジが有名で、四季折々の花々を眺めながら優雅な

気分に浸れる。

○愛媛県立歴史博物館

常設展では、歴史展示、民俗展示の大きく２つのゾーンに分けられており、実物資料ととも

に、愛媛県の歴史や民俗についてじっくり学ぶことができる担当者オススメのスポット。

○大洲城／大洲藩・加藤家

平成１６年に明治期の古写真、当時の雛型、発掘調査の資料等を元に、忠実に復元された

天守。「歓迎はたふり」や「鉄砲隊」の公開練習、輪ゴムの火縄銃体験など楽しみ方いっぱ

い。

○まちの駅あさもや

大洲市の主要な観光施設が徒歩圏内にある大洲の観光拠点（総合案内所も併設）。大洲

銘菓や大洲産の特産品を使ったオリジナルスイーツや揚げ物なども揃っている。

○松山城／松山藩・松平家

全国のお城の中でも、「行ってよかったランキング」で常に上位にランクされている人気のお

城。天守までの複雑な道のりや美しい景色など見ごたえも満点。

○今治城／今治藩・松平家

瀬戸内海に面した海岸に藤堂高虎が築いた大規模な平城。日没後はお城のライトアップ

が始まり、23 時まで昼間とは一味違う姿を楽しむこともできる。

○丸亀城／丸亀藩・京極家

日本一高い「石垣」、日本一小さい「天守」、日本一深い「井戸」と、３つの日本一を持つお

城。特に、高度な技術を駆使して完成した石垣は、見るものを圧倒する迫力がある。

○高松城／高松藩・松平家

日本三大水城ともされており、玉藻城の愛称で親しまれている。近年では、藩主が生活して

いたとされる、披雲閣を活用したイベントも開催されており注目を集めている。

○徳島城／徳島藩・蜂須賀家

天守は現存しないものの、石垣など見ごたえのあるスポットが多く、日本１００名城にも指定さ

れている。現在は徳島中央公園として整備され、春には約２５０本のソメイヨシノが咲き誇る。
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５．まとめ

今年度は本事業の２年目として、四国の現存４天守の連携の姿を目に見える成果と

して残すことが出来た。

まず、パンフレットについては、従来の城パンフレットとは一味違った、「お城

初心者」でも関心を持てるよう４城の魅力を分かりやすくまとめ、特に情報発信

力の高い旅好きな女性をメインターゲットとして製作に取り組んだ。文章だけで

なく、写真を上手く活用したつくりでアイキャッチを意識し、来訪意欲を掻き立

てるつくりとしている。今後は、四国内の現存天守及び関係施設に限らず、全国

の現存天守にも設置をしていただけるよう依頼し、認知度向上に努める。

次に、お土産商品の開発については、専門家の菓子工房ルーヴにご協力いただ

き取り組んだ。パンフレット同様、女性を意識した商品となっており、四国外へ

の手土産として、また四国へ旅行に訪れた方が購入することを想定している。現

存天守の知名度を高める 1 つのツールとしてご活用いただきたい。

そして、周遊型観光モデルコースの検討では、現状把握のための旅行会社への

ヒアリングや文献調査をする中で、「お城」に対する一定のニーズがあり、ほぼ毎

回満席での企画旅行が実施されていることが分かった。個人旅行ではアクセス面

で行くことが厳しい地域も、団体旅行であれば容易に行くことができることも魅

力の 1 つのようだ。お城ブームで終わらせることなく、地元企画プランの提供等、

引き続き行っていくことで、認知度向上、ブランド確立に繋がってくると考える。

今年度は主に３つの事業に取り組んできたが、いずれも製作・開発・企画して終了

することなく、今後さらに認知度を高める 1つのツールとして各地域活用の上、ブラ

ンド力向上に努めていきただきたい。担当者会議でも意見として挙がっていたが、イ

ベント等の際には、是非これらを用いて、また４城が共同出展する等して、勢力的に

四国の現存４天守の価値をＰＲしていっていただきたい。





資料編

○担当者会議配付資料



四国現存天守４城担当者会議

次第

日 時：平成２９年１月１１日（水）１３時３０分

場 所：四国運輸局松島庁舎 特別会議室

開 会

１．挨拶

２．議題

（１）今年度事業の進捗状況の報告と今後の検討

○ ４城連携パンフレット制作

○ ４城連携スウィーツお土産商品開発

○ 旅行商品造成に向けた提案

（２）各城の取り組みに関する情報交換

３．その他

閉 会



◆今年度事業の進捗状況の報告と今後の検討

（１）４城連携パンフレット制作

①コンセプト 「歴史的な説明は苦手」「お城は天守に登るだけ」「お城に興味はあるが詳しく

は知らない」 といったお城初心者でも楽しめるパンフレット。女性をメインター

ゲットとする。≠歴女

②形 状 A2 判 両面カラー ６，０００部

※各城関連の HP よりダウンロード可能とする

③内 容 ・各城情報・・・既存の城パンフレットには無い切り口を重視する。

・周辺観光地のおすすめグルメ＆観光地

・アクセス情報

・現存天守１２城の紹介

※現状のデザインデータは別紙参照

（２）４城連携スウィーツお土産商品開発

①概 要 現存天守を連想させる新たな洋菓子商品。日持ちがすること、通年を通じて

一定の販売ロットが見込めるお土産品を検討。

※商品パッケージ・商品内容イメージは下記の通り

※商品名検討中

②開 発 店 ㈱ルーヴ

香川県高松市

③想定販路 各城売店、ルーヴ店舗等検討中

（３）旅行商品造成に向けた提案

平成 29 年大政奉還 150 年を迎えるにあたり、各旅行会社ではお城関係のツアーを精力的

に造成する傾向にある。本事業においても、既存の旅行商品や企画案をもとに、より女性目線

の旅行プランを検討する。



◆旅行プランについて

１．関西エリア

→現存天守に限らず、日本 100 名城も行程に組まれている。上記２ツアーともに満席

２．関東エリア

→関東からも需要あり。１泊２日でお城のみを巡るマニアックな旅。

３．四国エリア

4つの現存十二天守と 3つの日本 100名城へ！
桜花爛漫！春の戦国７名城めぐり 2日間～四国の陣～ （クラブツーリズム）

１ 三宮・明石・姫路＝＝

丸亀城＝＝高松城跡＝＝高知城＝＝新安並温泉・新ロイヤルホテル四万十(泊)
※夕食：四万十名物(鮎の塩焼き・川エビ・青さのり・カツオのたたき)を使った和会席

２ 宿＝＝宇和島城＝＝大洲城＝＝松山城＝＝湯築城＝＝各地

日本 100名城へ 桜舞う四国 9名城めぐり 3日間 （クラブツーリズム）

１ 新大阪・新神戸・西明石・姫路～岡山～高松＝＝

高松城＝＝丸亀城＝＝今治城＝＝松山東急 REIホテル(泊)
２ 宿＝＝松山城＝＝大洲城＝＝宇和島城＝＝黒潮温泉龍馬の湯(泊)

※名物「カツオのたたき」の夕食。温泉大浴場・露天風呂完備のホテル

３ 宿＝＝高知城＝＝徳島城跡＝＝高松～岡山～姫路・西明石・新神戸・新大阪

四国に現存する 4天守をめぐる
松山城・宇和島城・丸亀城・高知城 四国の名城めぐり２日間 （クラブツーリズム）

１ 羽田空港+++松山空港＝＝宇和島城＝＝松山城＝＝松山(泊)
２ 宿＝＝丸亀城＝＝高知城＝＝高松 or高知空港+++羽田空港

お城めぐり⑬高知城＆徳島城 （新日本ツーリスト）

１ 高松＝＝高知城＝＝ひろめ市場＝＝徳島城跡＝＝高松

遊子水荷浦の段畑&宇和島城 （新日本ツーリスト）

１ 高松＝＝宇和島市内(昼食)＝＝宇和島城＝＝三浦半島・遊子水荷浦の段々畑＝＝高松

【別紙１】



→シリーズ企画はリピーターが多い。４城連携の企画は現在無し。

４．提案プラン

→お城に限らず、周辺観光地も巡る旅

松山城&伊予灘ものがたり （新日本ツーリスト）

１ 高松＝＝松山市内(昼食)＝＝松山城＝＝ＪＲ伊予大洲駅～～伊予灘ものがたり
～～ＪＲ松山駅＝＝高松

激動の幕末！その時徳川家の藩主達は・・・

四国９名城の藩主達の思いを巡る４日間 （宇和島市観光協会）

１ 高知空港＝＝高知城＝＝発生寺＝＝道の駅四万十とおわ＝＝宇和島市(泊)
２ 宿＝＝和霊神社＝＝宇和島城＝＝伊達博物館＝＝天赦園(昼食)＝＝大洲城＝＝

大洲歴史博物館＝＝湯築城＝＝道後温泉or松山市内(泊)
３ 宿＝＝松山城＝＝今治城＝＝丸亀城＝＝高松市内(泊)
４ 宿＝＝高松城＝＝徳島城＝＝徳島空港













宇和島市教育委員会 文化･スポーツ課

■ 平成 28年度 宇和島城関連事業の概要

● 近年の入城者数（天守のみ）

※27年度は 5月・9月の大型連休中にイベントを行ったため来城者が多かったものの、
その他の月を比較するとほぼ前年度並みで、夏期休暇中は増加している。

● 平成 28 年度事業

7 月 24 日 うわじま牛鬼祭り 海上打ち上げ花火 夜間開城 503 人(前年比+100 人)

8 月 2･3 日 郷土愛育成事業 夏の陣「宇和島城合戦」 参加者：55人

※記念品として宇和島城ペーパークラフト作成。冬の陣で配布。

8月 6～7日 城山一日探検 宿泊・クイズラリー等 参加者：89 人

※宇和島青年会議所と共同開催

12 月 23 日 すす払い・鏡餅設置 (平成 29 年 三賀日来城者数 949 人(前年比+13 人))

● 平成 29 年度予定事業

5月 4･5日 伊達な宇和島お城まつり お城イベント(両日)・大武者行列(4日)

年度 4 月 5月 6 月 7 月 8月 9 月 10 月 11 月 12 月

27 5,525 8,316 2,394 3,062 5,855 6,254 4,836 4,129 2,817

28 5,475 6,874 2,390 3,560 6,329 4,059 4,466 4,339 2,814

前年比 -50 -1,442 -4 +498 +474 -2,195 -370 +210 -3

年度 入場者数 前年比 無料 備 考

23 32,411 人 ＋3,387 人 986 人

24 41,350 人 ＋9,535 人 727 人 いやし博(県主催)

25 36,337 人 -5,013 人 697 人

26 38,861 人 ＋2,524 人 1,027 人

27 53,792 人 ＋14,931 人 1,018 人 400 年祭(市主催)

28 （40,306 人） （-2,882 人） 561 人 12 月末まで 南予博(県主催)







丸亀市の取組み

・丸亀城内において月１度イベントの実施

本市観光協会と本市が協力して、月に一度丸亀城内においてイベントを行った。

その中でお城を基点とした「イングレス全国大会」の開催誘致や、市内の小学生を

対象に行った「ウォーターバトル in 丸亀城」などで多くの人を丸亀城内へ誘導す

ることができた、天守入城者に流しうどんの振る舞いや、ホットチョコレートの振

る舞いなどさまざまな企画を行い、丸亀城天守入城者数の増加に成功した。

・丸亀城天守入城時間延長（サマータイム）

８月の一ヶ月間丸亀城天守入館時間を実験的に１時間延長し天守入場者数の増加

に勤めた。

・じゅうじゅうまんじゅうプレゼント

昨年天守入城者数が１０万人を突破したことを記念し、じゅうじゅうまんじゅうを

各月の１０日に天守入城者先着１００名様にプレゼントした。

・丸亀城天守入場券新規作成

天守入場券を春夏秋冬４種類作成し、四季折々の丸亀城を楽しんで頂くとともに、

入場券を求めるリピーターの増加に勤めた。

・瀬戸内国際芸術祭２０１６秋会期開催

３年に１度の瀬戸内国際芸術祭の開催年でもあったため、秋ごろの天守入場者数が

増加した。

・丸亀市専属住みます芸人丸亀じゃんご認知度向上にともなう観光客増加

昨年から丸亀城内でおもてなしを行っている丸亀じゃんごも今年で２年目に入り、

認知度が向上しテレビなどにも露出するようになったため、丸亀城の認知度も上が

り天守入場者数の増加に繋がった。

・パンフレット英語訳

既存の丸亀城パンフレットを英語訳し、配布することで、海外からの観光客数が増

加した。

・海外への積極的なＰＲ

今年は台湾での商談会などに積極的に参加し、丸亀市をＰＲし、現地のメディアに

も取り上げていただいた。



・現存１２天守同盟との交流

今年は新しく全国にある現存１２天守との交流を深め、弘前城や丸岡城に出向き観

光ＰＲや物産展などを積極的に行った。坂井市からは越前おろしそば職人などを招

き、丸亀城内で販売をしていただいた。

・団体旅行誘致促進事業

本市観光協会では昨年に引き続き団体客や合宿客、観光コンベンションなどへの助

成金制度の充実を行った。

・第１４回全国藩校サミット丸亀大会

全国藩校サミットが明日丸亀市で開催されるが、それに伴い、丸亀城の知名度の向

上や丸亀城への観光客の増加が期待できる。

・丸亀市ショートムービー作成

丸亀市を部隊とした観光ＰＲショートムービーを本広克行総監督のもと作成し、丸

亀市のＰＲに勤めた。

・山下貴光さん書きおろし小説第二弾作成

山下貴光さん書きおろし推理小説第二弾「探偵の時間」を作成し、小説と現実をリ

ンクさせて実際に丸亀城を巡り、推理を行える小説を作成した。

・その他

利用客の利便向上のため、丸亀城内グラウンドを駐車場として開放した（石垣工事

開始までに期間）



丸亀城天守入場者数推移 ※いじらない

13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年
昨年
比(％)

昨年同月
累計比

1月 - - - - - - 551 681 2,424 4,563 3,764 4,189 6,374 6,603 5,004 7,479 1月 149.5% 149.5%

2月 - - - - - - 63 0 1,930 3,586 3,273 3,292 5,184 4,322 4,987 6,179 2月 123.9% 136.7%

3月 2,609 4,332 3,713 3,573 2,855 3,157 3,087 3,345 4,268 5,778 5,323 5,733 8,155 10,232 9,652 11,396 3月 118.1% 127.6%

4月 4,025 3,013 4,370 4,427 4,401 3,476 4,121 4,194 4,575 6,723 7,840 9,012 9,207 10,180 9,614 12,097 4月 125.8% 127.0%

5月 3,645 3,880 4,110 3,995 4,630 3,887 3,791 3,702 5,533 7,276 8,968 7,811 9,179 9,672 11,303 13,535 5月 119.8% 125.0%

6月 1,175 1,386 1,534 1,305 1,678 1,362 1,624 1,447 2,489 2,647 4,718 3,832 4,559 5,297 5,254 5,906 6月 112.4% 123.5%

7月 1,133 1,290 2,207 1,721 1,669 1,614 1,632 1,731 2,520 3,186 3,906 4,682 4,604 5,392 5,725 7,705 7月 134.6% 124.8%

8月 2,416 3,445 3,999 3,366 3,304 3,494 3,315 3,937 5,378 5,917 8,074 9,385 8,950 9,593 10,497 12,531 8月 119.4% 123.8%

9月 1,639 2,291 2,598 2,278 2,369 2,410 2,511 2,678 5,481 3,951 4,700 6,074 6,875 7,209 9,442 7,837 9月 83.0% 118.5%

10月 2,203 2,297 2,980 2,946 2,770 2,624 2,349 3,614 5,546 4,492 6,738 6,153 6,711 6,189 12,119 9,340 10月 77.1% 112.5%

11月 2,156 2,093 3,267 2,678 2,521 2,564 2,357 2,968 4,397 3,872 5,110 5,813 7,464 7,195 11,022 9,343 11月 84.8% 109.2%

12月 998 1,007 986 1,309 814 1,009 1,179 1,111 2,042 1,919 2,312 4,764 6,072 5,564 7,250 7,385 12月 101.9% 108.7%

計 21,999 25,034 29,764 27,598 27,011 25,597 26,580 29,408 46,583 53,910 64,726 70,740 83,334 87,448 101,869 110,733 計 108.7%

昨年
比

(％)
113.80% 118.89% 92.72% 97.87% 94.77% 103.84% 110.64% 158.40% 115.73% 120.06% 109.29% 128.75% 104.94% 116.49% 108.70%

昨年
比

(％) -


