
■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３千人未満の駅）が９５％
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：２６．６％
全国：２３．０％
（2010年国勢
調査資料）

■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

■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

■心のバリアフリーの推進
・バリアフリー教室の開催
・事業者等への助言・指導

■バリアフリー情報の提供
２３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

土佐電気鉄
道㈱・高知
城前停留場
のスロープ

■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
者や障害者の疑似体験や介助体験を行っている。

・妻鳥小学校（四国中央市：６月）
・津田小学校（さぬき市：７月）
・城辰小学校（丸亀市：９月）
・藍住西小学校（藍住町：１０月）
・上八万小学校（徳島市：１１月）
・三里小学校（高知市：１月）
・高松空港・空港関係者（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：２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：３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２５号～第２８号を発行
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各地域にて発掘した着地型観光に係る有識者等によるセミナー等を通じ、観光地域づくりに取り組もうとして
いる人材への着地型観光の概念の普及・啓発及び地域資源を活かした商品（着地型旅行商品等）づくりの
意義の啓発を図るとともに、セミナー等参加者相互のネットワーク化を図る。

着地型観光に見識の深い有識者等を講師等として迎え入れ、講師等自身が策定するカリキュラ
ムを基に、セミナー等を開催する。

・観光業関係者
・自治体関係者

受講生

・有識者等の取組活動などの講義
・有識者等による現地視察・現場体験

カリキュラムの内容

目 的

概 要

観観 光光 地地 方方 セセ ミミ ナナ ーー 資料３－２

・自治体関係者
・観光地でまちづくりに取組む方 等

・有識者等による現地視察・現場体験
・地元住民との意見交換会 等

開催日：平成２３年１１月１２日～１３日
場所： 高知県室戸市
講師： 柴田伊廣氏（室戸ジオパーク推進協議会地質専門員）
受講者： ２０名

テーマ：～世界に羽ばたく大地・地域住民の鼓動！～
室戸・世界ジオパーク認定へのまちづくりの軌跡



事業
目的

○実施時期：2011年7/7～10
○被招請者：韓国市場 （韓国現地旅行会社等 １２社１２名）
○連携先：四国４県及び四国ツーリズム創造機構

四国が安心・安全な状況にあり、韓国からの旅行者が、快適に旅行を楽しめる環境にあることを実際に確認し
て頂くため、四国各地の観光素材・受入施設を視察することにより「安全・安心の実感」と「魅力の再発掘」を目
的に実施。

造成旅行商品の一部（新規商品）
H23.7販売開始、7～9月参加者数約400
名

韓国観光客誘致促進のための旅行会社招請事業～がんばろう四国!韓国は四国を応援します。!

日程 予定時間 場所 等

7/7
（木）

17:40 仁川空港

19:15 高松空港

20:00 高松市内ホテル

7/8
（金）

7:45 ホテル発

8:02 高松港

SEJOONG TOUR 
MALL

MODE TOUR

うどん作り体験 祖谷のかずら橋視察ファムトリップ行程表

ビジットジャパン地方連携事業震災特別対応事業

招請
概要

成
果

（金） 8:02 高松港

9:02 土庄港

エンジェルロード、寒霞渓、
小豆島オリーブ公園

13:00 池田港

14:00 高松港

15:00 中野うどん学校（琴平）

17:30 三好市内ホテル

7/9
（土）

8:45 ホテル発

9:00 大歩危峡観光遊覧船

10:20 祖谷のかずら橋

13:20 龍馬伝幕末志士社中

14:30 桂浜、坂本龍馬記念像

16:00 高知県立牧野植物園

18:00 道後温泉ホテル

7/10
(日）

8:00 ホテル発

8:10 道後温泉本館、からくり時計

9:00 松山城

11:10 瀬戸内しまなみ海道サイクリング

14:10 タオル美術館 ICHIHIRO
17:30 松山空港

19:10 仁川空港

KTA

ひろめ市場視察 龍馬伝幕末志士社中視
察1

龍馬伝幕末志士社中視
察2

高知県立牧野植物園視
察

道後温泉視察 エンジェルロード視
察
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四国インバウンド･フェア2011 開催
＜23年度ビジット・ジャパン地方連携事業＞

『 JAPAN．Endless Discovery. 四国インバウンド･フェア2011』開催

(日程) H23年9月8日(木) (場所)高知新阪急ホテル(高知市) 
(招聘者)旅行エージェント ２２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)

高
知
市
開
催
。
四
国
全
域

高
知
市
開
催
。
四
国
全
域

≪招聘先≫

効果
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四
国
全
域
を
Ｐ
Ｒ
！

四
国
全
域
を
Ｐ
Ｒ
！

主催
◆国土交通省四国運輸局

協力
◆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



facebookを活用した四国のブランディング
（複数観光圏の連携による広域観光ブランディング調査）

・徳島県の「にし阿波観光圏」と高知県の「四万
十・足摺観光圏」が、Facebook上で、「海の秘境
VS山の秘境」と題して魅力を競い合う。
・「絶景」、「湯めぐり」、「ネイチャー」、「お鍋」など
の８番勝負により、1月11日から3月7日まで毎週、
写真やPRによる対決を行う。Facebook利用者
が「いいね！」ボタンをクリックして投票に参加。
投票参加者から抽選で勝った秘境の宿泊券をプ
レゼント。

・海と山の秘境が対決することにより、複数観光
圏の連携を深め、四国のブランディングにつなげ
ていく。
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日程 対決テーマ
第一番 1/11～

1/18
絶景

第二番 1/18～
1/25

湯めぐり

第三番 1/25～2/1 ネイチャー

第四番 2/1～2/8 ミステリー

第五番 2/8～2/15 お鍋

第六番 2/15～
2/22

パワースポット

第七番 2/22～
2/29

歴史

第八番 2/29～3/6 人（おもてな
し）

●八番勝負の内容と順番

「わかりやすい、顔の見える四国の魅力（＝四国のブランド）」発信モデルを提示

にし阿波観光圏

四万十・足摺観光圏

=山の秘境

=海の秘境


