
                      

 

 

 

 

 

 

 

～「四国一周サイクリングルート」の商品化に向けて～ 

  

 

四国運輸局では、四国を訪問する訪日外国人旅行者の大多数を占める韓国、中国、香港、台湾

の旅行者の動態を把握するために、ＧＰＳを活用した周遊動態調査を実施しました。また、現状

において四国への訪問者は少ないものの、今後伸びが期待できる米、仏、豪州、シンガポール、

タイの国民を対象にＷＥＢによる趣向に関する調査を実施しました。 

この度、その調査結果をとりまとめましたので、四国４県の各エリアに焦点を当ててご報告す

るとともに、調査結果から浮き彫りとなる課題を提起し、その解決策について有識者を交えて討

論会を別添のとおり開催します。 

 

記 

 

□報告会の開催日程 

【香川県会場】 

日時 2019 年 2月 18 日（月）13:00～17:00 

場所 サンポート高松合同庁舎 南館 101 大会議室（香川県高松市サンポート 3-33） 

【徳島県会場】 

日時 2019 年 2月 19 日（火）13:00～17:00 

場所 あわぎんホール 小ホール（徳島県徳島市藍場町 2丁目 14 番地） 

【高知県会場】 

日時 2019 年 2月 20 日（水）13:00～17:00 

場所 高知城ホール ホール（高知県高知市丸ノ内二丁目 1番 10 号） 

【愛媛県会場】 

日時 2019 年 2月 21 日（木）13:00～17:00 

場所 松山市民会館 小ホール（愛媛県松山市堀之内） 

 

 ※メディアの取材については、随時、受け付けております。 

  取材を希望される場合は 2月 15 日（金）17時までに冒頭＜問合せ先＞の担当者へ連絡を 

お願いいたします。（月～金曜日（祝祭日を除く）：8:30～17:00） 

 ※メディア関係者様以外の参加申込に関しては受付を終了しております。 

 
四国運輸局 
国土交通省 

平成 31 年 2 月 14 日 

<問合せ先>         

四国運輸局観光部観光地域振興課 

寒河江、菅、武智 TEL:087-802-6737 

四国エリアにおける訪日外国人旅行者の 

周遊動態・趣向分析調査事業の報告会を開催します 



国土交通省四国運輸局主催

「四国エリアにおける訪日外国人旅行者の周遊動態・趣向分析調
査事業」の香川県エリア報告会を開催します。

日時：2019年2月18日（月） 13：00～17：00（開場１２：３０）

会場：サンポート高松合同庁舎南館１０１大会議室
【アクセス】 JR高松駅から北へ徒歩１分

駐車場は利用できませんので公共交通機関でおこし下さい。

対象者：香川県の自治体関係者、観光関連事業者、公共交通機関事業者

時 間 プ ロ グ ラ ム

13:00～13:05 主催者挨拶

13:05～13:50 訪日外国人旅行者の周遊動態調査・分析結果報告

13:55～14:40 新規訪問者獲得のための趣向分析調査結果報告

14:40～14:50 休憩

14:50～15:20 調査結果を踏まえた問題提起

15:20～16:30 問題解決策の検討（有識者を交えた打ち手の検討・討論会）

16:30～17:00 質疑応答

四国運輸局では、四国を訪問する訪日外国人旅行者の大多数を占める韓国、中国、香港、台
湾の旅行者の動態を把握するために、GPSを活用した周遊動態調査を実施しました。また、現状
において四国への訪問者は少ないものの、今後伸びが期待できる米、仏、豪州、シンガポール、
タイの国民を対象にＷＥＢによる趣向に関する調査を実施しました。
この度、その調査結果をとりまとめましたので、香川県エリアに焦点を当ててご報告するととも

に、調査結果から浮き彫りとなる課題を提起し、その解決策について有識者を交えて討論会を開
催します。
ＤＭＯ、自治体、観光関係者の皆様におかれましては、訪日外国人旅行者のリピーター獲得や

新規訪問者獲得の戦略・対策などにお役立ていただければと考えておりますので、奮ってご参加
下さい。

受託者：（株）エヌ・ティ・ティ・アド 再委託先：（株）サーベイリサーチセンター、（一財）百十四経済研究所

登壇有識者

香川大学経済学部教授 原直行 氏

東京大学 農学部農業経済学科卒業
東京大学 大学院農学生命科学研究科農業・資源経済学専攻
研究テーマ：グリーン・ツーリズム、エコツーリズム、地域活性化

地域インバウンド戦略コンサルタント
株式会社englishbiz代表取締役グルネウォルド・マーク 氏

アルバータ大学院修士課程修了
金沢工業大学准教授、MacEwan College准教授など歴任、株式会社
englishbiz代表取締役、Japan Today認定記者



国土交通省四国運輸局主催

「四国エリアにおける訪日外国人旅行者の周遊動態・趣向分析調
査事業」の徳島県エリア報告会を開催します。

日時：2019年2月１９日（火） 13：00～17：00（開場１２：３０）

会場：あわぎんホール 小ホール（徳島市藍場町２丁目１４番地）
【アクセス】 ＪＲ徳島駅から東へ徒歩８分

駐車場はございませんので公共交通機関でおこし下さい。

対象者：徳島県の自治体関係者、観光関連事業者、公共交通機関事業者

時 間 プ ロ グ ラ ム

13:00～13:05 主催者挨拶

13:05～13:50 訪日外国人旅行者の周遊動態調査・分析結果報告

13:55～14:40 新規訪問者獲得のための趣向分析調査結果報告

14:40～14:50 休憩

14:50～15:20 調査結果を踏まえた問題提起

15:20～16:30 問題解決策の検討（有識者を交えた打ち手の検討・討論会）

16:30～17:00 質疑応答

四国運輸局では、四国を訪問する訪日外国人旅行者の大多数を占める韓国、中国、香港、台
湾の旅行者の動態を把握するために、GPSを活用した周遊動態調査を実施しました。また、現状
において四国への訪問者は少ないものの、今後伸びが期待できる米、仏、豪州、シンガポール、
タイの国民を対象にＷＥＢによる趣向に関する調査を実施しました。
この度、その調査結果をとりまとめましたので、徳島県エリアに焦点を当ててご報告するととも

に、調査結果から浮き彫りとなる課題を提起し、その解決策について有識者を交えて討論会を開
催します。
ＤＭＯ、自治体、観光関係者の皆様におかれましては、訪日外国人旅行者のリピーター獲得や

新規訪問者獲得の戦略・対策などにお役立ていただければと考えておりますので、奮ってご参加
下さい。

受託者：（株）エヌ・ティ・ティ・アド 再委託先：（株）サーベイリサーチセンター、（一財）百十四経済研究所

登壇有識者

公益財団法人徳島経済研究所
専務理事荒木光二郎 氏

大阪大学法学部卒業
米国イェール大学大学院経済学部修士課程修了
前職：日本銀行徳島事務所長

地域インバウンド戦略コンサルタント
株式会社englishbiz代表取締役グルネウォルド・マーク 氏

アルバータ大学院修士課程修了
金沢工業大学准教授、MacEwan College准教授など歴任、株式会社
englishbiz代表取締役、Japan Today認定記者



国土交通省四国運輸局主催

「四国エリアにおける訪日外国人旅行者の周遊動態・趣向分析調
査事業」の高知県エリア報告会を開催します。

日時：2019年2月２０日（水） 13：00～17：00（開場１２：３０）

会場：高知城ホール ホール（高知市丸ノ内二丁目１番１０号）
【アクセス】 とさでん交通 高知城前駅から北へ徒歩１０分

駐車場は３０台のみですので、出来るだけ公共交通機関でおこし下さい。

対象者：高知県の自治体関係者、観光関連事業者、公共交通機関事業者

時 間 プ ロ グ ラ ム

13:00～13:05 主催者挨拶

13:05～13:50 訪日外国人旅行者の周遊動態調査・分析結果報告

13:55～14:40 新規訪問者獲得のための趣向分析調査結果報告

14:40～14:50 休憩

14:50～15:20 調査結果を踏まえた問題提起

15:20～16:30 問題解決策の検討（有識者を交えた打ち手の検討・討論会）

16:30～17:00 質疑応答

四国運輸局では、四国を訪問する訪日外国人旅行者の大多数を占める韓国、中国、香港、台
湾の旅行者の動態を把握するために、GPSを活用した周遊動態調査を実施しました。また、現状
において四国への訪問者は少ないものの、今後伸びが期待できる米、仏、豪州、シンガポール、
タイの国民を対象にＷＥＢによる趣向に関する調査を実施しました。
この度、その調査結果をとりまとめましたので、高知県エリアに焦点を当ててご報告するととも

に、調査結果から浮き彫りとなる課題を提起し、その解決策について有識者を交えて討論会を開
催します。
ＤＭＯ、自治体、観光関係者の皆様におかれましては、訪日外国人旅行者のリピーター獲得や

新規訪問者獲得の戦略・対策などにお役立ていただければと考えておりますので、奮ってご参加
下さい。

受託者：（株）エヌ・ティ・ティ・アド 再委託先：（株）サーベイリサーチセンター、（一財）百十四経済研究所

登壇有識者

高知大学教育研究部准教授中澤純治 氏

立命館大学 政策科学部政策科学課政策科学卒業
立命館大学 大学院政策科学研究科政策科学専攻
研究テーマ：地域経済と政策評価、地域産業連関分析

地域インバウンド戦略コンサルタント
株式会社englishbiz代表取締役グルネウォルド・マーク 氏

アルバータ大学院修士課程修了
金沢工業大学准教授、MacEwan College准教授など歴任、株式会社
englishbiz代表取締役、Japan Today認定記者



国土交通省四国運輸局主催

「四国エリアにおける訪日外国人旅行者の周遊動態・趣向分析調
査事業」の愛媛県エリア報告会を開催します。

日時：2019年2月２１日（木） 13：00～17：00（開場１２：３０）

会場：松山市民会館 小ホール（松山市堀之内）
【アクセス】 伊予鉄道 松山市駅から北へ徒歩１０分

駐車場は４０台のみですので、出来るだけ公共交通機関でおこし下さい。

対象者：愛媛県の自治体関係者、観光関連事業者、公共交通機関事業者

時 間 プ ロ グ ラ ム

13:00～13:05 主催者挨拶

13:05～13:50 訪日外国人旅行者の周遊動態調査・分析結果報告

13:55～14:40 新規訪問者獲得のための趣向分析調査結果報告

14:40～14:50 休憩

14:50～15:20 調査結果を踏まえた問題提起

15:20～16:30 問題解決策の検討（有識者を交えた打ち手の検討・討論会）

16:30～17:00 質疑応答

四国運輸局では、四国を訪問する訪日外国人旅行者の大多数を占める韓国、中国、香港、台
湾の旅行者の動態を把握するために、GPSを活用した周遊動態調査を実施しました。また、現状
において四国への訪問者は少ないものの、今後伸びが期待できる米、仏、豪州、シンガポール、
タイの国民を対象にＷＥＢによる趣向に関する調査を実施しました。
この度、その調査結果をとりまとめましたので、愛媛県エリアに焦点を当ててご報告するととも

に、調査結果から浮き彫りとなる課題を提起し、その解決策について有識者を交えて討論会を開
催します。
ＤＭＯ、自治体、観光関係者の皆様におかれましては、訪日外国人旅行者のリピーター獲得や

新規訪問者獲得の戦略・対策などにお役立ていただければと考えておりますので、奮ってご参加
下さい。

受託者：（株）エヌ・ティ・ティ・アド 再委託先：（株）サーベイリサーチセンター、（一財）百十四経済研究所

登壇有識者

愛媛大学社会共創学部准教授井口梓 氏

筑波大学 大学院卒業

研究テーマ：観光文化論、観光地理学

地域インバウンド戦略コンサルタント
株式会社englishbiz代表取締役グルネウォルド・マーク 氏

アルバータ大学院修士課程修了
金沢工業大学准教授、MacEwan College准教授など歴任、株式会社
englishbiz代表取締役、Japan Today認定記者


