
まんのう町地域公共交通協議会
（まんのう町）
計画事業 ２年目

土佐清水市地域公共交通協議会
（土佐清水市）
計画事業 ２年目

つるぎ町地域公共交通活性化協議会
（つるぎ町）
計画事業 １年目

丸亀市地域公共交通活性化協議会
（丸亀市）
計画事業 １年目

西予市地域公共交通活性化協議会
（西予市）
調査事業

松山市地域公共交通活性化協議会
（松山市）
計画事業 ３年目

小豆島地域公共交通協議会
（土庄町、小豆島町）
計画事業 １年目

宇和島市地域公共交通活性化協議会
（宇和島市）
計画事業 ２年目

四万十市地域公共交通活性化協議会
（四万十市）
計画事業 １年目

高知西南地域公共交通協議会
（宿毛市、土佐清水市、四万十市、大月
町、黒潮町、四万十町、三原村）

計画事業 ２年目

黒潮町地域公共交通活性化協議会
（黒潮町）
計画事業 １年目

阿佐東地域公共交通懇話会
（美波町、牟岐町、海陽町、東洋町）
計画事業 ２年目

阿南市地域公共交通協議会
（阿南市）
計画事業 ２年目

那賀町地域公共交通協議会
（那賀町）
計画事業 １年目

高知市地域公共交通活性化協議会
（高知県高知市）
調査事業

【凡例】

鉄軌道

バス・乗合タクシー

旅客船

平成２２年度 地域公共交通活性化・再生総合事業（四国認定案件）平成２２年度 地域公共交通活性化・再生総合事業（四国認定案件）

三好市地域公共交通活性化協議会
（三好市）
調査事業

東温市地域公共交通活性化協議会
（東温市）
調査事業

ことでん活性化協議会
（高松市、丸亀市、さぬき市、三木町

、綾川町、琴平町、まんのう町）

調査事業

坂出市地域公共交通活性化協議会
（坂出市）
調査事業

四国中央市地域公共交通活性化協議会
（四国中央市）
計画事業 １年目

宇野高松航路活性化再生協議会
（高松市、玉野市）
調査事業
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■ユニバーサル社会の実現をめざしハード
・ ソフト 両面から整備・改善することが必要

■利用者を中心的な視点に据えることが
重要

誰もが自由に行きたいところへ
行くことができる社会の実現

理 念 課題と方策四国の現状

必要な視点

他地域に比べ
先行する高齢化

中小旅客施設の
バリアフリー化も
順次整備

四国の全鉄軌道駅（４９１駅）は
中小駅（１日当たりの平均的利用
者数が５千人未満の駅）が９８％
を占めている。鉄軌道事業者と
自治体等の連携によりﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
化が計画的に進められているが、
道半ば。

【高齢化率】

四国：２６．１％
全国：２２．１％
（Ｈ２０総務省
統計局資料）

■中小旅客施設のバリアフリー
化の一層の推進
・自治体のまちづくり事業との連携
・現状把握を行って整備計画に反映
・段階的・継続的な整備

■心のバリアフリーの推進
・バリアフリー教室の開催
・バリアフリーリーダーの育成

■バリアフリー情報の提供

■利用者、自治体、事業者等
地域関係者の連携強化
・基本構想作成の推進

２２年度に実施した施策

高齢者、障害者等をはじめ、すべての利用者にやさしい交通の実現

■バリアフリー教室の開催

心のバリアフリーの普及啓蒙を進めるため、一般市
民、学生、交通事業者の従業員等を対象に高齢者や
身体障害者の疑似体験や介助体験を行っている。
・星城小学校（高松市：５月）
・金生第二小学校（四国中央市：７月）
・城辰小学校（丸亀市：９月）
・津田小学校（さぬき市：９月）
・横内小学校（高知市：１０月）
・高松空港：空港関係者（高松市：１０月）
・三縄小学校（三好市：１１月）
・松山空港・空港関係者（松山市：１月）
・徳島空港・空港関係者（松茂町：２月）
・高知空港・空港関係者（高知市：２月）

■基本構想作成促進セミナーの開催
自治体や施設設置管理者などの関係者を対象に、事
例紹介や基本構想作成の意義等について情報提供を
行うセミナーを開催している。
・バリアフリー基本構想作成促進セミナー

（高松市：３月）

■鉄軌道バリアフリー推進会議の開催
バリアフリー推進に関する課題の把握と推進方策の検討を行
うため、四国管内の鉄軌道事業者に呼びかけて開催している。
・鉄軌道事業者等（高松市：３月）

■バリアフリー推進四国地域連絡会議の開催
スパイラルアップの一環として、当事者、施設設置管理
者等の関係者とバリアフリー化に向けた課題等について
意見交換を行い、新たな施策や措置へと段階的・継続的
な発展につないでいく。
・高齢者・障害者団体等（高松市：２月）

■交通バリアフリーニュースの発行

交通バリアフリーに関する各地の先進的な取組みや工夫、全国的な
動向などを幅広く共有し、連携を図るために、インターネットを活用し、
ニュースを発行している。
・第２１号～第２４号を発行

土佐くろしお
鉄道㈱中村
駅ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ
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＜問題点＞
・渋滞の発生
・周辺環境の悪化
・従業員の遅刻、事故

自宅・寮など

職場

自宅・寮など

職場

実施前 実施後

相乗り通勤

自転車通勤

公共交通で
通勤

（主にマイカー通勤者を対象）

通勤バス

鉄道駅

パーク＆ライドなど

事業所主体の
取組み

従業員への働きかけ
電車・バスの情報提供
通勤制度の見直し
通勤バス導入 等

「エコ通勤」

鉄道駅

エコ通勤優良事業所の認証

公共交通利用推進等マネジメント協議会（国交省、環境省、経産省、交通事業者、
経済団体、学識者等）により、エコ通勤に積極的に取組む事業所を認証・登録

（23年1月末現在：管内の11者163事業所が登録）

エコ通勤優良事業所認証制度

「エコ通勤」とは
従業員の通勤手段をマイカーから公共交通や

自転車などに転換する取組みです
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「観光立国行動計画」に示された「一地域一観光」の推進のため、地域のリーダーとして観光地づく
りに成功した観光カリスマから、その取り組みのプロセスを観光カリスマの現地で直接講義を受け、ま
た、意見交換をすることにより、次代の観光まちづくりのリーダーを育成する。

観光カリスマを講師とし、全国各地の観光カリスマの現地において、観光カリスマ自身が策定するカリ
キュラムにしたがって講義する。

・観光業関係者
・自治体関係者
・観光地でまちづくりに取組む方 等

受講生

・観光カリスマの取組活動などの講義
・観光カリスマによる現地視察・現場体験
・地元住民との意見交換会 等

カリキュラムの内容

目 的

概 要

【平成１７年度】
平成１７年１２月１日～２日
場所： 愛媛県松野町
講師： 岡田春喜氏
受講者： ２２名

【平成１８年度】
平成１９年２月５日～６日
場所： 香川県琴平町
講師： 近兼孝休氏
受講者： ２１名

【平成１９年度】
平成１９年１１月１５日～１６日
場所： 愛媛県伊予市双海町
講師： 若松進一氏

受講者： ２４名

観観 光光 カカ リリ スス ママ 塾塾

【平成２０年度】
平成２０年１１月２０日～２１日
場所： 高知県馬路村
講師： 東谷望史氏
受講者： １２名

【平成２１年度】
平成２１年１０月１５日～１６日
場所： 愛媛県内子町
講師： 野田文子氏
受講者： １０名

【平成２２年度】
平成２２年１１月６日～７日
場所： 愛媛県新居浜市
講師： 森賀盾雄氏

受講者： ２１名
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語り部 愛媛県

18団体 399名

語り部 高知県
18団体 379名

語り部 香川県
16団体 407名

語り部 徳島県
21団体 405名

四国語り部交流会 の様子（愛媛県今治市）

四国語り部交流会
73団体 約1,600名

四国各地で活躍する語り部（観光ボランティアガイドなど）の相互交流・連携を深め、四国内でのネット
ワーク化を推進するため、「四国語り部交流会」を歴史・文化道推進協議会と共同して開催しています。

本会では、単に四国内の語り部の交流にとどめず、四国外の先進地の語り部や観光関係者などを
招き、人材育成人材育成、広域連携のあり方広域連携のあり方等意見交換を行い、四国における語り部活動を一層盛り上げて、
ボランティアガイドのレベルアップボランティアガイドのレベルアップ等を図っていくことを目的としています。

○ 語り部の連携

・地域の魅力発信

・四国内の観光情報の提供
(他地域の語り部紹介等）

「四国は一つ」のおもてなし「四国は一つ」のおもてなし を提供を提供

語り部の目標語り部の目標

・地域の観光素材の魅力、
歴史、文化、習慣、背景等
を語ることで、観光の魅力
を向上させる。

・世代を超えたあらゆる年齢
層が語り部活動に参画し、
地域社会に貢献できる体制
を確立する。

四四 国国 語語 りり 部部 交交 流流 会会

資料３－５



瀬戸内国際芸術祭を契機としたプロモーション

【取材ツアー】
①日程：平成22年7月10日～14日、18日～21日
②招聘者：韓国、台湾、英国のメディア（計5名）
個性豊かで、全く異なる表情を見せる備讃瀬戸の七つの島々について、
アートを道しるべに巡る「瀬戸内国際芸術祭2010」の見所を中心に紹介。

旅行会社招請

（8月実施予定）
海外商談会参加

（６月実施）

広告宣伝

（造成商品のPR)
取材ツアー、出展

（7月実施）

特別イベントを通じて、地域を印象づけ、
魅力ある旅行商品を造成することで外
国旅行者の拡大につなげる総合的なプ
ロモーション展開

商品

造成

認知度
向上

販売

促進

【商談会】
・平成22年6月4日（韓国ソウル）
・韓国側旅行会社が日本のブースを訪問
する形で商談を実施

西日本テレビが招請者
を取材し、ニュース番組
「JUST NEWS」で紹介

男木島の景観

「土と生命の図書館」（小豆島） 「想い出玉が集まる家」（男木島）

「リー・ウーハン美術館」（直島）

「Visit Japan Year 
2010」キャンペーンに
おいて、日本の主要な
イベントとして情報発信

【出展】
ポップカルチャーを中心とした日本の
現代文化を主なテーマとしたジャパン
エキスポ（7月パリ
、来場者約17万人）
に出展し、「瀬戸内
国際芸術祭2010」
を含めた四国の観光
魅力をPR。

0

瀬戸内国際芸術祭2010を外国メディア等に紹介

～瀬戸内広域連携誘客促進事業～



四国インバウンド･フェア2010 開催
＜誘客キャンペーン事業＞

『 JAPAN．Endless Discovery. 四国インバウンド･フェア2010』開催

(日程) H22年9月2日(木) (場所)松山全日空ホテル(松山市) 
(招聘者)旅行エージェント・メディア ３０名

取組 東アジア地域から
四国への旅行商品造成
メディアでの観光情報露出
(認知度向上⇒誘客促進)

松
山
市
開
催
。
四
国
全
域
を
Ｐ
Ｒ
！

松
山
市
開
催
。
四
国
全
域
を
Ｐ
Ｒ
！

≪招聘先≫

効果

主催
◆国土交通省四国運輸局
◆四国ﾂｰﾘｽﾞﾑ創造機構
◆四国ブロック広域観光

振興事業推進協議会

協賛
◆国際観光旅館連盟四国支部
◆日本観光旅館連盟四国支部
連合会

後援
◇中国四国農政局
◇各観光関係団体等

※視察･取材内容（イメージ写真含む。）
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香川せとうちアート観光圏 ～海をわたりアートの聖地へ こころの旅が今はじまる～
● 観光圏の区域 ・・・・・ ８市９町 ※海（島嶼部）と陸の一体性の再構築による観光振興を目的とするため、海を圏域の中に全面的に取り込んでいる。

● 観光圏整備計画の期間 ・・・・・ 平成２２年４月１日 ～ 平成２７年３月３１日

● 数値目標の設定 ・・・・・ 観光客入込客数、延宿泊者数、外国人延宿泊者数

宿泊施設稼働率（定点）、外国人延宿泊者数（定点） ⇒５カ年間で ５％ｕｐ

海：直島など島々の現代アー
ト

里：歴史に磨か
れた伝統美

都市：都市的魅力の
中

の美術館・建築
群 アート・建築

国の支援 ： 観光圏整備事業費補
助

【 構成 】 市長会、町村会、観光関連団体、旅館組合

経済団体、旅客船協会、漁協、大学

各種活動団体（婦人・高齢者・青年等） 等

香川滞在型観光推進協議会 （会長：梅原利
之）

滞在促進地区（小豆
島）

島々の歴史や文化を生かした現代アートの国際的な祭典
会場 ： 瀬戸内海の７つの島 ＋ 高松港周辺

総合プロデューサー ： 福武 總一郎 ※  ３年ごとの開催を目指す。

「瀬戸内国際芸術祭２０１０」 （2010.7.19～
10.31）

○ 「せとうちアート」を巡る旅の造成

○ 民泊を楽しむ教育旅行の推進

○ 「島・瀬戸大橋」満喫クルーズ

○ 讃岐うどんを巡る周遊バス運行

○ 琴平町周辺の自然や文化探訪

○ 圏内各地での「 まち歩きツアー」

○ 外国人向けおもてなし向上

○ 観光ガイドの養成

○ 観光サービス従事者の

スキルアップ研修 等

中核となる「瀬戸内国際芸術祭

2010」の効果を最大限生かし、世界

から注目を集め、“海・都市・里”の

各地で展開・集積する“アート・建築

群”を連携・融合させ、「せとうちアー

ト」としてブランド化し、世界から誘客

できるアートツーリズムの拠点を目

指すとともに、四国へのゲートウェイ

を確立

○ サイクリングマップ作成、

レンタサイクル配備 等

○ 各種バイパス道路整備

○ 外国語併記観光案内板整備

等

○ 食の魅力活用

○ 夜間・早朝の魅力創出

○ 連泊促進キャンペーン 等

○ 観光圏情報発信（ＨＰ等）

○ 小豆島アートマップ作成

○ 島を楽しむマップ作成 等

コンセプト

宿泊 の魅力向上

観光案内・観光情報 の提
供

観光コンテンツ の充実

交通・移動 の利便性向上

社会資本整備 との連携

アートと海を巡る100日間の冒険

骨付鳥

金刀比羅宮「書院」 東山魁夷せとうち美術館 （直島）地中美術館 撮影：藤塚光政

滞在促進地区 （琴
平）

滞在促進地区（高
松）

高速艇：約３０分 フェリー：約１時間

ＪＲ、コトデン（私鉄）
車：約１時間

芸術祭の開催エリ
ア
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観光圏の区域
広島県―尾道市
愛媛県―今治市、上島町

観光圏整備計画の期間 平成２２年４月１日～平成２７年３月３１日

平成２２年度補助対象経費 ４４．７百万円

数値目標の設定
入込観光客数（千人） ９，２９０ （２０年） ⇒ １０，８５６（２６年）
（内）外国人観光客数（千人） ４７（２０年） ⇒ ６４（２６年）
宿泊者数（千人） ６９６（２０年） ⇒ ７３４（２６年）

国の支援及び特例内容
観光圏整備事業費補助

地域の自治体、観光協会、観光関連団体で構成

瀬戸内しまなみ海道振興協議会
瀬戸内しまなみ海道地域

観光圏のイメージ

上島

今治

尾道

○観光客の移動の利便増進事業

・サイクリングバスシステムの開発

○観光情報提供の充実・強化事業

・観光案内板整備、サイクリングマップ及
び地域内ホームページの多言語化

○モニタリング事業
・観光客の宿泊動向調査
・サイクリストの動向調査

○主な観光旅客宿泊サービス改善・向上事業
滞在型商品開発と旅行商品化・情報発信

・着地型旅行商品の企画開発
・連泊割引プラン等の企画開発

○主な観光資源活用によるサービス開発・提供

・サイクリング環境向上、レンタサイクル整備
・体験観光メニュー、プログラム整理
・観光記念グッズの開発等

瀬戸内しまなみ海道地域観光圏 ～しまなみ海道 海響ツーリズム～
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