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四国運輸局観光ビジョン推進四国ブロック戦略会議 ２９年度の取組
四国ブロック

連絡会事務局
四国ブロック

戦略会議事務局

第１回観光ビジョン推進四国ブロック戦略会議（29年4月27日）

各ＷＧの設置（基本受入環境、クルーズ、交通対策、観光資源魅力向上）
各ＷＧの主な検討課題の整理
今後の進め方 等

29年6月27日
合同ＷＧの開催（中間とりまとめ）

・検討課題の整理
・29年度の取組方針・計画
・進捗状況の中間確認

・検討課題の整理
・29年度の取組方針・計画

29年12月2１日
第２回四国ブロック戦略会議
の開催
（年度とりまとめ）
・進捗状況の確認
・今後の取組方針
・29年度実績等とりまとめ
（成果報告等）

基本受入環境ＷＧ

クルーズＷＧ

交通対策ＷＧ

観光資源魅力向上ＷＧ （新規設置）
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四国運輸局

２ 観光産業を革新し、国際競争力
を高め、我が国の基幹産業に

３ すべての旅行者が、ストレスなく
快適に観光を満喫できる環境に

■魅力ある公的施設・ｲﾝﾌﾗの大胆な公開・開放
・赤坂や京都の迎賓館に加え、我が国の歴史や伝統

に溢れる公的施設を一般向けに公開・開放

■文化財の観光資源としての開花
・2020年までに、文化財を核とする観光拠点を

全国で200整備、わかりやすい多言語解説など
1000事業を展開し、集中的に支援強化

■国立公園の「ﾅｼｮﾅﾙﾊﾟｰｸ」としてのﾌﾞﾗﾝﾄﾞ化
・2020年を目標に、全国５箇所の公園について

民間の力を活かし、体験・活用型の空間へと
集中改善

・2020年までに、外国人利用者数を1000万人に

■景観の優れた観光資産の保全・活用による
観光地の魅力向上
・2020年を目途に、原則として全都道府県、

全国の半数の市区町村で「景観計画」を策定
・歴まち法の重点区域などで無電柱化を推進

■滞在型農山漁村の確立・形成
・日本ならではの伝統的な生活体験と非農家を含む

農村地域の人々との交流を楽しむ「農泊」を推進
し、2020年までに全国の農山漁村で50地域創出

■地方の商店街等における観光需要の獲得・
伝統工芸品等の消費拡大
・2020年までに、商店街等において、50箇所で

街並み整備、1500箇所で外国人受入環境整備
・2020年までに、外国人受入可能な伝統的工芸品

産地を100箇所以上に

■広域観光周遊ﾙｰﾄの世界水準への改善
・修景や体験ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ開発等に国から専門家ﾁｰﾑ

（ﾊﾟﾗｼｭｰﾄﾁｰﾑ）を派遣

■東北の観光復興
・東北６県の外国人宿泊者数を2020年150万人泊

（2015年の３倍）に

「明日の日本を支える観光ビジョン」施策概要

１ 観光資源の魅力を極め、
地方創生の礎に

■観光関係の規制・制度の総合的な見直し
・通訳案内士、ﾗﾝﾄﾞｵﾍﾟﾚｰﾀｰ、宿泊業等の抜本見直し

■民泊ｻｰﾋﾞｽへの対応
・現行制度の枠組みにとらわれない宿泊法制度の

抜本見直し（本年６月中目途に検討会とりまとめ）

■産業界ﾆｰｽﾞを踏まえた観光経営人材の育成強化
・2020年までに、ﾄｯﾌﾟﾚﾍﾞﾙの経営人材の恒常的な

育成拠点を大学院段階（MBAを含む）に形成

■宿泊施設不足の早急な解消及び多様なﾆｰｽﾞに
合わせた宿泊施設の提供
・旅館等におけるｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ投資などを促進

■世界水準のDMOの形成・育成
・2020年までに、世界水準DMOを全国で100形成

■「観光地再生・活性化ﾌｧﾝﾄﾞ」の継続的な展開
・観光まちづくりに関する投資や人材支援を安定的

・継続的に提供できる体制を整備

■次世代の観光立国実現のための財源の検討
・観光施策に充てる国の追加的な財源確保策を検討

■訪日ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝの戦略的高度化
・海外著名人の日本文化体験映像を海外ｷｰ局で配信

■ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞ観光促進のための多様な魅力の対外
発信強化
・在外公館や放送ｺﾝﾃﾝﾂなどを活用した情報発信

■MICE誘致の促進
・政府ﾚﾍﾞﾙでの誘致支援体制の構築

■ﾋﾞｻﾞの戦略的緩和
・中国、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ｲﾝﾄﾞ、ﾛｼｱの５ヶ国を対象

■訪日教育旅行の活性化
・「2020年までに４万人から５割増」の早期実現

■観光教育の充実
・総合的な学習の時間等における教材の作成・普及

■若者のｱｳﾄﾊﾞｳﾝﾄﾞ活性化
・若者割引等のｻｰﾋﾞｽ開発を通じた海外旅行の推進

■最先端技術を活用した革新的な出入国審査等
の実現
・世界最高水準の顔認証技術の導入などを促進

■民間のまちづくり活動等による「観光・まち
一体再生」の推進
・宿泊施設や観光ﾊﾞｽ乗降場等の整備促進

■ｷｬｯｼｭﾚｽ環境の飛躍的改善
・2020年までに、主要な観光地等における「100

％のｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ対応化」などを実現

■通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きでき
環境の実現
・無料Wi-Fi環境とSIMｶｰﾄﾞの相互補完の利用促進

■多言語対応による情報発信
・中小事業者のWEBｻｲﾄの約半分を多言語化

■急患等にも十分対応できる外国人患者受入体
制の充実
・2020年までに、外国人患者受入体制が整備され

た医療機関を全国100箇所整備（現在の約５倍）

■「世界一安全な国、日本」の良好な治安等を
を体感できる環境整備
・外国語対応可能な警察職員の配置等の体制整備

■「地方創生回廊」の完備
・「ｼﾞｬﾊﾟﾝ・ﾚｰﾙﾊﾟｽ」を訪日後でも購入可能に

■地方空港のｹﾞｰﾄｳｪｲ機能強化とLCC就航促進
・複数空港の一体運営（ｺﾝｾｯｼｮﾝ等）の推進

■ｸﾙｰｽﾞ船受入の更なる拡充
・2020年に訪日ｸﾙｰｽﾞ旅客を500万人に

■公共交通利用環境の革新
主要な公共交通機関の海外ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約を可能に

■休暇改革
・2020年までに年次有給休暇の取得率を70％に

■ｵﾘﾊﾟﾗに向けたﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝの推進
・高い水準のﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ化と心のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰを推進
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四国運輸局基本受入環境ＷＧ 検討課題

○ 以下の７つの深掘課題について重点的にフォローアップを進めていく。

課題１：Wi-Fi環境の整備
・県が所管する主要観光地や交通結節点、主要な鉄道駅や空港、外国人の利用の多い宿泊施設では整備が進んでいるが、多くの観光施設

や飲食店、フェリーターミナルでは、さらなる取組が必要な状況。対応方針では、地方創生交付金や補助制度創設による整備を検討。

課題２：多言語対応
・主要観光地や交通結節点を中心にJNTO認定案内所があり、その数は四国全体で３０箇所（カテゴリー１が２３、カテゴリー２が７）あるが、

今後、外国人観光案内所の設置箇所を増やすと共に、多言語化も含め人材育成に取り組んでいく必要がある。

課題３：多言語表記
・県ブロック等主要な観光協会では英、韓、中（簡・繁）の対応が進んでおり、市町村単位では英語で発信しているところもあるが、今後すすめ

ていく必要がある。また、外国語サイトの情報更新が遅れているところもあり、機会を捉えて随時、多言語対応を呼びかけていく必要がある。

課題４：免税店の拡大
・免税店の数は前年に比べ４倍強増加はしているが、数の課題、旅行客に認知されていないこと等により、外国人客のニーズに十分応えられ
ていない状況である。免税制度の拡大や中国人の爆買い報道等に伴い商店側が興味を持ち始めている。今後、機会を捉え制度の周知や研
修会の実施を行っていく必要がある。

課題５：貸切バスの確保
・ナショナルホリデー、観光繁忙期以外でバス車両の確保が問題となる状況はでていないが、運転者不足等に対し、今後検討が必要な状況
も一部にある。（運賃の改正等も考慮に入れ検討）

課題６：二次交通の整備
・四国においては少子高齢化が進んでいる地域が多く、公共交通ネットワークも脆弱であり、観光地までの二次交通が整備されていないとこ
ろもあり、今後、検討を進めていく必要がある。

四国ブロック
連絡会事務局

課題７：高速道路網の整備
・地域経済を支える産業の活性化、ヒトやモノの対流の促進に向け、四国８の字ネットワークや空港・港湾アクセス道路等の整備、地域の産業

や生活の拠点の交通利便性を向上するスマートIC等の整備を行う必要がある。

四国ブロック
戦略会議事務局

4



四国運輸局クルーズＷＧ 検討課題

○ 以下の課題についてフォローアップを進めていく。

課題２：港湾貨物とクルーズ船との調整
・着岸する岸壁によっては、物流の妨げになるため、荷役、貨物の搬出など、物流への影響を回避することが必要。

課題３：旅客ターミナルとＣＩＱ手続き
・ふ頭に旅客ターミナル等の施設がないため、一部のＣＩＱ手続きは臨時テント等で実施せざるを得ない場合があり、荒天時には不便が生じて

いる。

課題５：付帯設備の整備
・寄港する時間、岸壁によっては、ギャングウェイ（※）等の付帯設備が追加で必要となる場合がある。

（※）乗･下船に使われるタラップ

課題６：バス・タクシー等の確保
・大型船の寄港時には、営業区域内のバス・タクシーだけでは対応できないため、他県に要請する場合の制約などがある。

課題１：誘致活動
・積極的な誘致活動や受入態勢が整っていなかったことにより、他港よりもクルーズ船の寄港数に遅れをとっている。

課題４：手続きの迅速化・アクセスの円滑化
・クルーズ船の寄港時には、ＣＩＱ手続きの迅速化や内陸へのアクセスの更なる円滑化、迅速化が必要となってくる。

四国ブロック
連絡会事務局
四国ブロック

戦略会議事務局
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四国運輸局交通対策ＷＧ 検討課題

○ 以下の課題についてフォローアップを進めていく。

課題１：多言語対応
・各種案内板や路線図、時刻表等の多言語表記や多言語アナウンスについて、英語も一部施設において不十分であるが、英語以外の言語はほ
ぼ非対応の状況。また、交通事業者のホームページは、バスを中心として日本語のみであるものが大半であり、改善が望まれる。

課題２：無料公衆無線ＬＡＮの環境整備
・自治体、民間事業者等の取組により、無料公衆無線ＬＡＮのサービスが利用可能な地点は大きく拡大。今後とも各自治体を中心にさらなる普及
に努める必要がある。

課題３：情報発信
・目的地への公共交通利用に関する情報が十分に発信されておらず、来訪者にとって分かりづらい状況。駅、バスターミナルやホームページ等に
おける情報発信に取り組むと共に、乗換検索サービスへの情報充実も必要。

課題４：交通系IC カードの相互利用の推進
・Suica 等の相互利用可能なIC カード（10カード）に未対応。投資面で課題があるものの、来訪者に便利なサービスを提供するため10 カードの
利用環境の整備は重要な問題（ことでんにおいて今後10カード片利用可能化に向けた動きあり）。

課題５：二次交通の確保・充実
・四国は人口減少・過疎化が急速に進んでいる地域が多く、他地域に比して公共交通ネットワークが脆弱。特に幹線交通を形成する鉄道・バス等
から観光地等の目的地への二次交通の確保・充実が課題である。

・四国の観光地は点在していることから、観光地を効率的に結び、周遊しやすいプランの開発が必要。
・円滑かつ快適な二次交通の確保のため、引き続き、施設・車両等のバリアフリー化を推進する必要。

四国ブロック
連絡会事務局
四国ブロック

戦略会議事務局
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四国運輸局観光資源魅力向上ＷＧ 検討課題

○ 以下の課題についてフォローアップを進めていく。

課題１： 滞在型農山漁村の確立・形成
「農泊」の推進、「食と農の景勝地」との連携、「世界農業遺産」「日本農業遺産」及び「世界かんがい施設遺産」の活用

課題２： 誰もが一人歩きできる観光の実現
多言語音声翻訳システムの実装

課題３： 地方における観光需要の獲得・地域産品の消費拡大
商店街等における観光需要獲得、伝統工芸品等地域産品の消費拡大

課題４： 国立公園のナショナルパーク化
美しい自然風景、独自の歴史・文化、環境に調和した観光の促進

四国ブロック
連絡会事務局
四国ブロック

戦略会議事務局
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四国運輸局平成２９年度とりまとめについて

〇 ２９年の日本全体の訪日外国人旅行者数は１０月までの累計で２，３７９万人、対前年同
期比で１８．３％増となっており、訪日観光需要は引き続き堅調に推移している。
（参考：２８年の訪日外国人旅行者数は２，４０４万人、対前年比２１．８％増）

○ 四国地方においては、外国人延べ宿泊者数が９月までの累計で５６．３万人泊、対前年
同期比で２５．２％増と高い数値で推移している。
（参考：全国の外国人延べ宿泊者数は対前年同期比９．９％増）

○ しかし、四国の外国人延べ宿泊者数の全国に占める割合は、０．９７％となっており、
今後も、訪日外国人旅行者数拡大への取り組みを更に進めていくため、各種受入環境の
整備、観光資源の魅力向上等の課題の解消に向けた取り組みを迅速に講じていく必要が
ある。

○ 上記状況を踏まえ、本年６月に合同ＷＧ（基本受入環境ＷＧ・クルーズＷＧ・交通対策
ＷＧ・観光資源魅力向上ＷＧ）を開催し、 取組方針・計画や進捗状況を確認し、関係者で
共有すべく中間とりまとめを行った。

○ ２９年度最終とりまとめにおいては、各ＷＧの課題ごとに２９年度中に実施された具体的
な取り組みや今後の方針を整理するとともに、観光ビジョン施策に関する取組成果をとり
まとめる。

四国ブロック
連絡会事務局
四国ブロック

戦略会議事務局
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四国運輸局

各ＷＧの取組の内容について

・基本受入環境ＷＧ

・クルーズＷＧ

・交通対策ＷＧ

・観光資源魅力向上ＷＧ

四国ブロック
連絡会事務局
四国ブロック

戦略会議事務局
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四国運輸局

基本受入環境ＷＧの取組について

四国ブロック
連絡会事務局
四国ブロック

戦略会議事務局
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四国運輸局

今後の方針

取組の内容

・国の補助制度（訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業）の活用について、説明会の開催や訪問、各種会議等の機会
を利用し各方面への働きかけを強化し、Ｗｉ－Ｆｉ環境の拡大を図る。
・各自治体で実施しているWi-Fi整備への補助制度等を活用しＷｉ－Ｆｉ環境の拡大を図る。

・観光案内所、宿泊施設、防災拠点は無料Ｗｉ－Ｆｉ環境整備が着実に進んでいるが、交通ターミナル施設、観光地（施設）、飲食店
での整備拡大が今後の課題。 等

課題に対する取組方針 １． Wi-Fi環境の整備

課題

四国ブロック
連絡会事務局基本受入環境ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現

・助成金・補助制度によるWi-Fi整備を実施。
・外国人へのモバイルWi-Fiルーターの貸出を継続する
とともに、宿泊施設や駅等にポスター、パンフを配布。

免税カウンターへのWi-Fiルータ設置
（かがわＷｉ－Ｆｉ）

宿泊施設のWi-Fi整備（観光庁）

モバイルWi-Fiルーターの貸出案内（高知県）

Wi-Fi整備への助成（高知県）

・道の駅では平成２９年１０月までに
７２駅の整備が完了。そのうち、直轄
道の駅の６駅において「道の駅ＳＰ
OT」の整備が
完了。
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四国運輸局

・ 国の補助制度（訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業）の活用について、説明会の開催や訪問、各種会議等の機会
を利用し各方面への働きかけを強化し、多言語化を図る。
・引き続き各種研修事業を実施し、スムーズな多言語対応を進める。
・引き続き多言語対応通訳コールセンター事業を継続し訪日外国人旅行者の受入環境を整備する。

・引き続き「Ｖｏｉｃｅ Ｔｒａ」の周知・活用の働きかけを進める。
・改正後の通訳案内士法により通訳ガイドの量の確保、通訳案内士の質の向上を図る。

・認定外国人観光案内所は、十分整備されているとは言えない状況であり、今後も整備を進める必要がある。しかし、人件費等の
財政的負担要因等から整備が進まない現状にある。

・通訳ガイドの絶対数の確保及び多様な言語に対応できる通訳ガイドの育成が課題。また、歴史的背景や文化等地域の実情に応
じたきめ細かな案内ができるようスキル向上も課題。 等

課題に対する取組方針 ２．多言語対応

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

基本受入環境ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：多言語対応による情報発信・通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現

・各種研修等を実施しガイド等のスキル向上を実施。
・クルーズ船寄港時にガイドによる外国人対応を実施。
・引き続き多言語対応通訳コールセンター事業を実施。

・戦略会議等の場を活用し「Ｖｏｉｃｅ Ｔｒａ」の周知・活用の働
きかけを実施。

情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）による
「Ｖｏｉｃｅ Ｔｒａ」の説明・デモ（実証事業）

通訳コールセンターの設置（香川県・高知県）

セミナー開催（香川県）

ガイドによる対応（クルーズ客）
徳島ＧＧクラブ

ガイド研修（防災訓練）（高知県）

英語研修（愛媛県）
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四国運輸局

・観光施設、交通事業者のサイトの多言語化率は低い状況であり、迅速な多言語化対応が求められる。

・交通ターミナルの更なる多言語化の拡大が必要。
・英語表記の観光マップ、観光パンフレット、観光サイト、案内板に掲載されている観光施設等の多言語表記に統一性が確保され
ていない状況があるため、改善が必要。

取組の内容

課題に対する取組方針 ３．多言語表記

課題

四国ブロック
連絡会事務局

今後の方針

基本受入環境ＷＧ

・ 国の補助制度（訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業）の活用を説明会の開催や訪問、各種会議等の機会を利用し
各方面への働きかけを強化し、多言語化を図る。
・引き続き各自治体で実施している多言語化整備への補助制度等を活用し多言語化の拡大を図る。

・引き続き多言語表記の統一性の確保に向けた改善に取り組む。

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：多言語対応による情報発信・通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現

・助成・補助制度を活用し、宿泊施設や交通施設を
はじめ、多言語化に関する受入環境整備を実施。
・高速道路の路線名に併せて路線番号を用いて案内
する「ナンバリング」対応した案内標識の整備を実
施。
・津波浸水想定区域内の観光スポット等への津波避
難案内板の整備を実施。
Ｈ27：３基 Ｈ28：１１基 Ｈ29：１６基

多言語化されたメニュー
（徳島県の助成により作成） 津波避難案内板の設置（高知県）

四万十町

須崎市

運航情報モニター（四国急行フェリー(株)）
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四国運輸局

・免税店制度の説明会等を通じ制度活用を働きかける。

・地元商工団体等と連携し、外国人旅行者の動向に関する情報提供等を行うことにより、免税制度の活用を働きかけ、免税店
増加に努める。
・引き続き、免税制度を周知するとともに、外国人旅行者が多数訪れる商店街や大型店舗に働きかけ免税店拡大に取り組む。

取組の内容

課題に対する取組方針 ４．免税店の拡大

課題

四国ブロック
連絡会事務局

今後の方針

基本受入環境ＷＧ

・外国人旅行者が年々増加し、商店街やショッピングセンターで買い物をする機会が増加している。しかしながら、免税店の数は
徐々に増加しているもののまだまだ店舗数は少ない。また、免税店情報の不足や分散立地しているため利用者にとっては満足の
いくものとなっていない。
・団体旅行者に対応できる免税店が少ない

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：地方の商店街等における観光需要の獲得・伝統工芸品等の消費拡大

・免税制度周知セミナーを開催。
・免税手続きに係る助成を実施。
・高松丸亀町商店街に一括免税カウ
ンターを設置。
・イベント等でのチラシ配布による制
度の普及・啓発を実施。
・クルーズ船寄港時に商店街にてイベ
ントを実施。

一括免税カウンターの設置（高松丸亀町商店街）

クルーズ船寄港時の商店街でのイベント開催（高知県）

免税店一括カウンターマップの作成・配布（高知県）4/1→10/1 6.3％(35件）増
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四国運輸局

・貸切バスの稼働状況の把握を適宜行い需給状況を把握する。

・引き続き輸送力が不足するような場合には県間で不足を補う対応を行う。

・通常では需給が逼迫する状況にはないが、各国のナショナルホリデー時期や日本国内の修学旅行時期、観光繁忙時期に一時
的に逼迫する場合がある。

・乗務員が不足しているため、バス車両があるにもかかわらず引き受けられないことがある。乗務員の確保・育成が急務となって
いる。

取組の内容

課題に対する取組方針 ５．貸切バスの確保

課題

四国ブロック
連絡会事務局

今後の方針

基本受入環境ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：公共交通利用環境の革新

・引き続き輸送力が不足するような場合には、臨時に営
業区域を設定できる制度を活用し、県間で不足を補う対
応を実施。
(平成29年3月末までとしていた臨時営業区域認定制度を
1年間延長)

寄港するクルーズ客船と待機する貸切バス（高知新港）
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四国運輸局

・外国人旅行者の増加に伴い旅行形態も団体ツアーからＦＩＴへと移行している傾向がある。今後、さらに増加するであろうＦＩＴの移
動環境を整備する上でも二次交通の整備は急務となっている。
・四国は公共交通のネットワークが弱く、観光地を周遊するにも活用できる移動手段の選択肢が少ない。
数少ない移動手段についても運行本数、情報が少ない等の課題がある。

課題に対する取組方針 ６．二次交通の整備

課題

四国ブロック
連絡会事務局基本受入環境ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：公共交通利用環境の革新

・中四国各県及び兵庫県をはじめとする関係機関と共同で訪日外国人向けの高速道
路周遊割引を開始。
・外国人旅行者向けにドライブマップを作成。 ・レンタカー利用キャンペーンを実施。
・海外の旅行会社向けのレンタカー利用の外国人観光客に対する助成を実施。
・松山・ソウル定期航空路線就航に合わせて、韓国人旅行者専用送迎バスの運行を
再開。
・徳島阿波おどり空港において、１０月１日～１２月３１日の期間で、定額タクシーの実
証実験を実施。
・高知龍馬空港とのいち駅間に乗合定額タクシーを運行。
・引き続き、「徳島・鳴門ぐるっとﾊﾞｽ」、「鳴門・祖谷観光たびﾊﾞｽタクシー」を実施。
・高知龍馬空港から室戸への「観光フリーきっぷ」を販売。

ドライブパス（徳島県）

乗合定額タクシーの運行
（徳島県） （高知県）

「徳島・鳴門ぐるっとバス」の運行継続
（徳島県） 専用無料シャトルバスの運行（愛媛県）

取組の内容

観光フリーきっぷの販売
（高知県）

レンタカー利用キャンペーン
（高知県）
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四国運輸局

取組の内容

課題に対する取組方針 ６-2．二次交通の整備
四国ブロック

連絡会事務局基本受入環境ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

・四国管内の乗合バス会社の運行情報（会社、路線・運行
系統、停留所、バス種別情報）を多言語化しNAVITIME社、
ジョルダン社へ提供。特にNAVITIME社では、自社の乗換検
索アプリ「NAVITIME for Japan Travel」 におけるバス停の多
言語表記対応を、8月17日より全国に先駆けて四国地域か
ら開始。四国4県の主なバス路線の停留所5000カ所を、英
語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語の4カ国語で対応。

・訪日外国人受入環境整備事業（実証事業）を活用し、直
島・豊島の二島を巡る周遊観光事業をチャータ船（フェリー）
と小型バスを組み合わせ、島巡り観光の課題であった島内
の移動手段の確保と柔軟な海上運航（時間的制約）への対
応を実施し、事業化等の検証を実施。

Japan Transit Planner
（ジョルダン社、英語での検索結果）

運行ルート

広域周遊ルート形成促進事業を活用（四国運輸局）

訪日外国人旅行者受入環境整備事業
（実証事業）を活用（四国運輸局）

今後の方針

・引き続き、二次交通の確保について取組を進める。
外国人旅行者のレンタカードライブ旅行の推進、クルーズ客船寄港時の二次交通の確保、空港からの二次交通の確保
ＤＭＯ等による地域観光交通アクセスの改善、魅力あるクルーズ事業の創出 等

・小型フェリーを使用し高松沖合の島を巡る周遊デイクルーズ
・20～30人乗りの小型バスを搭載し、海路をシームレスにつなぐ
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四国運輸局

今後の方針

取組の内容

広域的な機能を有する港湾や空港などの拠点施設との効率的な連携を図りつつ、広域交通機能を確保し、観光に資する広域幹線
道路網の整備を引き続き推進していく。

○地域経済を支える産業の活性化、ヒトやモノの対流の促進に向け、四国８の字ネットワークや空港・港湾アクセス道路等の整備、地域の
産業や生活の拠点の交通利便性を向上するスマートIC等の整備を行う必要がある。

課題に対する取組方針 ７．高速道路網の整備

課題

四国ブロック
連絡会事務局基本受入環境ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

■四国８の字ネットワークの整備

＜平成30年度までに事業が完成予定＞

・一般国道56号片坂バイパス

＜平成32年度までに事業が完成予定＞

・四国横断自動車道（津田IC～徳島東IC）

・一般国道56号中村宿毛道路（平田IC～宿毛IC）

・四国縦貫自動車道 中山スマートインターチェンジ

・高知東部自動車道 高知南国道路（高知JCT～高知南IC）

■環状道路等の整備

＜平成32年度までに事業が完成予定＞

・高知松山自動車道 高知西バイパス（鎌田IC～波川）

該当する観光ビジョン掲載施策 ： 「地方創生回廊」の完備

18



四国運輸局

（手ぶら観光の促進）

・訪日外国人旅行者が大きな荷物を持ち運ぶ光景が度々、見受けられることから、移動の不便を解消するため、荷物の一時預かりやホテル
等への配送を行う「手ぶら観光」を進める必要がある。

（決済環境の整備）

・地方部では決済環境（クレジットカード等の利用可能環境）の普及の遅れが見られるため、旅行者のニーズに応え、買い物や観
光を楽しめる環境の整備が必要。また、併せてクレジットカード使用可能の表示を進めることも必要。

課題に対する取組方針 ８．その他

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

基本受入環境ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

・「手ぶら観光カウンター」を国の補助事業を活用し開設

・高松市のタクシー19社にカード決済機器導入

該当する観光ビジョン掲載施策 ：・キャッシュレス環境の飛躍的改善・通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現
・宿泊施設不足の早急な解消及び多様なニーズに合わせた宿泊施設の提供
・魅力ある公的施設・インフラの大胆な公開・開放

「手ぶら観光カウンタ－」
ＪＲ高松駅前観光案内所

タクシーへのクレジット
カード決済機器導入
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四国運輸局課題に対する取組方針 ８．その他
四国ブロック

連絡会事務局

取組の内容

基本受入環境ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

・訪日外国人受入環境整備事業（実証事業）を活用し、愛媛県宇和島市、内子町において決済環境の整備、
長期滞在による消費拡大のための実証プログラム（ガイドブック・ＰＯＰ作成等）を実施し、訪日外国人の受入
環境整備を実施。
（四国総合通信局、四国経済産業局、四国運輸局の連携の下、事業を実施。）

決済端末の導入展開
お勧め商品ＰＯＰの設置

情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）による
「Ｖｏｉｃｅ Ｔｒａ」の説明・デモ

ガイドブック（イメージ）
の作成

古民家宿泊施設の
整備連携

四国運輸局

四
国
総
合
通
信
局

四
国
経
済
産
業
局

・国の補助制度（訪日外国人旅行者受入環境整備緊急対策事業）の活用について、説明会の開催や訪問、各種会議等の機会
を利用し各方面へ働きかけを強化し、「手ぶら観光」の促進を図る。
・国の事業（訪日外国人受入環境整備事業（実証事業））を活用し、訪日外国人の受入に向けた取組を進める。
・各自治体の補助・支援制度等を活用し、訪日外国人の受入に向けた取組を進める。

今後の方針
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四国運輸局課題に対する取組方針 ８．その他
四国ブロック

連絡会事務局

取組の内容

基本受入環境ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：景観の優れた観光資産の保全・活用による観光地の魅力向上

整
備
イ
メ
ー
ジ

○美しい景観を活かし、観光地の魅力向上、歴史的町並みの保全、伝統的祭り等の地域文化の景観形成等を図るため、無電
柱化を推進する計画を策定するとともに、PPP/PFI手法の活用や低コスト手法の導入に向けた取組により、無電柱化を推進

＜具体的事例＞
・愛媛県松山市において、松山城の堀之内と松山市駅を結び、松山市内で最も広い道路幅員を持つ「花園町通り」で、「歩いて
暮らせるまち松山」の新たなシンボルロードとして、無電柱化と道路空間の再配分を実施
・地元が中心となった建物のファサード整備により、「通り」との一体感を演出し、官民が連携して良好な景観を形成。

来年度以降も、コスト縮減を図りながら引き続き計画的な無電柱化の取り組みを推進する｡
今後の方針

・自動車交通量が１２％減少
・歩行者通行量が1.9倍に増加
・通りを活用したマルシェを開催

整備後
マルシェの様子

整備前

○電柱によって地上に張り巡らされている電線類は、防災面の課題はもとより、歩道の円滑な移動や景観の妨げとなることで、訪日外国人
旅行者に対して国土の魅力を損なう要因となっている。

課題

夜の雰囲気
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四国運輸局課題に対する取組方針 ８．その他
四国ブロック

連絡会事務局

取組の内容

基本受入環境ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：「地方創生廻廊」の完備

来年度以降も、取り組みを推進する｡今後の方針

○ゴールデンウィーク・お盆の期間中国道33号の渋滞緩和の取組
として、国道11・56号への経路誘導を促す情報提供を実施。

ポスター・チラシ 路上看板

横断幕

38%
(4,000台/3h)

40%
(4,400台/3h)

36%
(3,800台/3h)

33%
(3,600台/3h)

26%
(2,700台/3h)

27%
(2,900台/3h)

H28GW

H29GW

国道33号から交通が転換
（9時～12時の国道33号の交通量が約3%減少）

資料：機械観測データ

・Ｈ28GW：平成28年５月３日～５月５日 9:00～12:00

・Ｈ29GW：平成29年５月３日～５月５日 9:00～12:00

○9時～12時の国道33号の利用割合が
H28GW期間中に比べ、国道33号の
利用割合が約3%減少。

国道11･33･56号の利用割合

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

○観光地周辺における交通渋滞の緩和を目的とし、
経路誘導などの取り組みを実施。

この地図は、国土地理院の数値地図（国土基本情報）を使用したものである。

渋滞

平成２８年１２月
松山外環状道路インター線全通

国道11号経由
川内IC利用

国道56号経由
松山IC利用

国道33号経由
松山IC利用

出典：民間プローブデータH28GW（5/3～5）

【愛媛県松山市】

○お得に高速道路を利用出来る
サービスを提供

NEXCO東日本/中日本/西日本及び道
路公社（宮城県、京都府及び兵庫県）
において、レンタカーを利用される訪日外国
人旅行者向けに、全国エリアを対象とした
初めての高速道路乗り放題パス
「Ｊａｐａｎ Ｅｘｐｒｅｓｓ Ｐａｓｓ」
を販売

※地域版定額乗り放題パスも継続販売

期 間：平成２９年１０月１３日（金）～
連続する最大7日間または最大14日間利用可能

販売場所：北海道を除く全国の空港・主要駅付近の
レンタカー店で販売 22



四国運輸局

【徳島空港】
・平成３０年３月に「徳島空港観光案内所」を設置し英語対応スタッフを配置することから、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の外国人観光案内所認定制度で、
カテゴリー２に認定される予定。また、デジタルサイネージを新設し、二次交通情報を多言語（日本語、英語、韓国語、中国語（簡体字・繁体字））で自
動的に表示させる予定。
【高松空港】
・平成２９年９月に、高松空港インフォメーションセンターにおいて接遇セミナーを実施し、スキルアップに取り組んだ。
【松山空港】
・松山空港総合案内所のＪＮＴＯ外国人観光案内所認定について、観光案内機能が強化されるよう

松山空港ビル（株）と検討を行い、課題を抽出した。

【徳島空港】
・徳島空港における訪日外国人の利用動向等を見極め、必要に応じて観光案内機能の強化に向けた取組を検討する。
【高松空港】
・高松空港における訪日外国人の利用動向等を見極め、必要に応じて観光案内機能の強化に向けた取組を検討する。
【松山空港】
・観光案内機能の強化に向けて、引き続き検討を進める。

（空港の観光案内所における観光案内機能に資する人材の確保及び育成）
【徳島空港】
・案内カウンターを設置し常時１名での案内体制をとっているが、増加する訪日外国人へ対応するカウンターが手狭となっている。また、二次交通情報
の提供については、多言語への対応が課題となっている。
【高松空港】
・高松空港のインフォメーションセンターは、日本政府観光局（ＪＮＴＯ）の外国人観光案内所認定制度でカテゴリー３に認定された。今後は観光案内を
行うにあたり、職員の能力向上など観光案内機能の強化に向けて取り組む必要がある。
【松山空港】
・訪日外国人の不便や不安等が解消されるよう、受入環境を整備する必要がある。

課題に対する取組方針 ８．その他

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

基本受入環境ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策：
通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現

—四国各空港の観光案内所－
徳島空港 高松空港 松山空港 高知空港

新しく設置予定の徳島空港観光案内所イメージ図
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四国運輸局

【徳島空港】
・平成３０年１月に「徳島阿波おどり空港旅客ターミナルビル増築工事」が竣工予定であり、航空機の受入れ能力向上を図る「ボーディング･ブリッジ」の
増設や「搭乗待合室」の整備が完了予定。
【高松空港】
・訪日外国人の利便性向上を図るため、 平成２９年４月に「自動外貨両替機」を設置した。
【松山空港】
・空港を利用する訪日外国人への利便性向上を図るため、平成２９年１１月に「自動外貨両替機」を設置した。
【高知空港】
・レンタカーキャンペーンについて、多言語カーナビ等の訪日外国人向け設備が充実していることを案内するチラシ（英語及び中国語（繁体字））を作成
し、空港や県内の宿泊施設等に設置した。

【徳島空港】
・今後の空港の利用状況等をふまえ、利便性向上に向けた検討を行う。
【高松空港】
・空港の受入環境強化に向けて、今後も検討を進める。
【松山空港】
・受入環境改善に向けてさらなる検討を進める。
【高知空港】
・空港乗合タクシーやレンタカーキャンペーンの周知や対応の方法について、訪日外国人観光客の需要を見極めながら検討する。

（空港の受入環境の整備）
【徳島空港】
・国内定期路線の充実に伴い、「ボーディング・ブリッジ」などの施設が逼迫している。
【高松空港】
・ＬＣＣや国際線が就航しインバウンド需要の増加が見込まれるため、訪日外国人の不便等が解消されるよう受入環境を整備する。
【松山空港】
・松山空港には外貨両替所が設置されているが、国際線運航日時に合わせて営業しているため、利用できない日がある。
【高知空港】
・空港からの二次交通充実に向けた施策を実施しているが、訪日外国人の利用を想定していない。

課題に対する取組方針 ８．その他

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

基本受入環境ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現

自動外貨両替機：高松空港設置 松山空港設置
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四国運輸局

【徳島空港】
・新たに増築した旅客ターミナルを運用し、ＣＩＱに係る動線等について訪日外国人に不便をかけないかなど、必要に応じて状況を把握する。
【高松空港】
・さらに外国人旅行者が増加した場合にも、ＣＩＱ要員の確保や施設（ハイジャック検査レーン等）の改善等について迅速に対応できるよう、検討及び
意見交換を行う。
・審査待ち時間の短縮に向けての効果を検証し、必要に応じて対応策を検討する。
【松山空港】
・上陸審査場における審査待ち時間の状況を見ながら、今後もＣＩＱ体制の強化について検討する。
【高知空港】
・新たな路線の就航に併せて、ＣＩＱ体制を含む受入体制の検討を進める。

【徳島空港】
・平成３０年１月に「徳島阿波おどり空港旅客ターミナルビル増築工事」が竣工予定であり、国際線への本格対応にむけた、ＣＩＱ施設の整備が完了予定。
【高松空港】
・県、ＣＩＱ関係官署を含む航空関係者等による会議を定期的に開催し、今後さらに訪日外国人が増加した場合にも、ＣＩＱ要員の確保やハイジャック検査レーン等施
設の改善等について迅速に対応できるよう検討及び意見交換を行った。
・平成２８年度のバイオカート導入による入国審査待ち時間の短縮に、一定の効果を得ている。
【松山空港】
・チェジュ航空の就航によるインバウンド観光客の増加に備え、神戸税関松山税関支署が増員の要望を行った。
【高知空港】
・四国内の空港には複数路線の国際定期便が就航しており、国際チャーター便の運航は非常に少ない状況であるため、現在の受入体制で対応した。

（空港におけるＣＩＱ体制の整備）
【徳島空港】
・国際チャーター便就航時のＣＩＱ施設は、仮設で対応しているが、入国審査ブース前の待機スペースが不足して混雑している。
【高松空港】
・国際定期路線が就航している韓国、中国、台湾などからの訪日外国人の利用が増加しており、入国審査待ち時間が長くなっている。
【松山空港】
・外国人旅行者の利便性の向上のため、上陸審査場における審査待ち時間を短縮する必要がある。
【高知空港】
・国際チャーター便就航時には、国内線用設備を一部隔離して国際線用として供している。

課題に対する取組方針 ８．その他

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

基本受入環境ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：最先端技術を活用した革新的な出入国審査等の実現
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四国運輸局

クルーズＷＧの取組について

四国ブロック
連絡会事務局
四国ブロック

戦略会議事務局
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四国運輸局

・松山の魅力を活かすとともに、しまなみ海道のサイクリングツアーなど、周辺の観光資源と連携したクルーズプラン等の提案
などによる誘致活動を実施。（四国における瀬戸内海クルーズ振興検討会の提言に基づく対応策）

・引き続き、県及び市町関係機関で組織する「クルーズ船誘致にかかる勉強会」等により、本県の施策及び受入体制等につい
て検討を進めていく。（愛媛県）

・地元の自治体や商工団体だけではなく、寄港地以外の自治体や観光協会などとも連携し、その場所ならではの寄港地観光
の企画やおもてなしなどを検討していく。（徳島県）
・（高松港・坂出港）リピーターを含むターゲット（客層）毎の観光ツアープランの作成・PR。（四国における瀬戸内海クルーズ振
興検討会の提言に基づく対応策）

海外の船社や旅行代理店へ四国各県の知名度が低い。四国各県の魅力を海外に発信できていない。

・県及び市町関係機関で組織する「クルーズ船誘致にかかる勉強会」等により、県の
施策及び受入体制等について検討。商談会に積極的に参加。（愛媛県）
・地元の自治体や商工団体だけではなく、寄港地以外の自治体や観光協会な
どとも連携し、その場所ならではの寄港地観光の企画やおもてなしなどを検討。
寄港地以外の自治体と合同ポートセールスを実施すると共に、全市町村を
対象とした「ポートセールス連絡会」を設置。（徳島県）。
・（高松港）備讃瀬戸航路における輻輳時等における代替航路のＰＲ。
（四国における瀬戸内海クルーズ振興検討会の提言に基づく対応策）

課題に対する取組方針 １．誘致活動

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

クルーズＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：クルーズ船受入の更なる拡充

商談会に参加している愛媛県、宇和島市、宇和島市観光協会、宇和島商工会議所のメンバー

27



四国運輸局

・コンテナ船・チップ船等とクルーズ船が、岸壁利用調整を経ずに同時着岸として縦列着岸ができるように国へ引き続き要望す
る。（徳島県）

・港湾利用関係者と協議するとともに、クルーズ船が寄港する際の課題を把握し、それに対応するための解決策を引き続き検
討していく。（香川県）

･（松山港）クルーズ船社等から寄港要請があり次第、港湾管理者は速やかに岸壁利用者（船社・荷主・港運関係者等）に情報
提供するとともに、クルーズ船寄港日を決定するための日程調整を行う。
（四国における瀬戸内海クルーズ振興検討会の提言に基づく対応策）

・着岸する岸壁によっては、物流の妨げになるため、荷役、貨物の搬出など、物流への影響を回避することが必要。

・コンテナ船・チップ船等とクルーズ船が、岸壁利用調整を経ずに同時着岸として縦列着岸ができるように国へ施設の改良を要望
している。（徳島小松島港）（徳島県）
・港湾利用関係者と協議するとともに、クルーズ船が寄港する際の課題を把握し、それに対応するための解決策を検討。
（香川県）
･（松山港）クルーズ船社等から寄港要請があり次第、港湾管理者は速やかに岸壁利用者（船社・荷主・港運関係者等）に情報提
供するとともに、クルーズ船寄港日を決定するため日程調整を実施。
（四国における瀬戸内海クルーズ振興検討会の提言に基づく対応策）

課題に対する取組方針 ２．港湾貨物とクルーズ船との調整

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

クルーズＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：クルーズ船受入の更なる拡充
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四国運輸局

・旅客ターミナル施設を平成３０年度中に完成予定。（高知県）

・岸壁に旅客ターミナル等の施設がないため、ＣＩＱ手続きは主に船内で行っているが、税関検査は岸壁ソーラスエリア内の臨時
テントで実施する場合がある。荒天時など岸壁での検査が困難である場合の対応が課題。

・円滑なCIQ対応や荒天時のおもてなし対応のため、旅客ターミナル施設を建設するため、
平成２９年３月より設計委託に着手した。平成30年2月頃に建設工事着手予定。（高知県）

課題に対する取組方針 ３．旅客ターミナルとＣＩＱ手続き

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

クルーズＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：クルーズ船受入の更なる拡充 船外の埠頭に税関業務を行うために設置されたテント
（2016.6.29高知港 クァンタムオブザシーズ）

手荷物検査
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四国運輸局

・ＣＩＱ手続きのうち、税関検査を岸壁上での臨時テントで実施することが
困難な場合の対応として、旅客ターミナル施設を平成２９年度中に着手
を予定している。（高知県）
（この旅客ターミナル施設の建設は、狭い船内で実施されている入管、
検疫なども旅客ターミナル施設で実施されることにより迅速化が図ら
れ、観光の時間がより多く確保されることとなる。）
・ツアー参加率が低かったため、個人行動の乗船客のために、クルー
用に用意していた小松島市内周遊バスを増便して対応。（徳島県）

・旅客ターミナル施設を平成３０年度中に完成予定。（高知県）

・個人行動の乗船客のために、市内へのアクセス方法（シャトルバスの行き先、無料、有料など）について検討。（徳島県）
・着岸後スムーズに観光地に出かけるための方策として、例えば、前港でＣＩＱ要員が乗船し着岸前に船内でＣＩＱ手続きができな
いか検討してほしい。(香川県）
・クルーズ船寄港の際は、港湾管理者（愛媛県）においてＣＩＱ手続きを行うための仮設テント等の用意等必要な対応を図る。
（四国における瀬戸内海クルーズ振興検討会の提言に基づく対応策）

課題に対する取組方針 ４．手続きの迅速化・アクセスの円滑化
四国ブロック

連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

クルーズＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：クルーズ船受入の更なる拡充

・内陸へのアクセスの更なる円滑化、迅速化が必要となってくる。
・定員2000人クラスのクルーズ船のファーストポート寄港時の入国審査に他県の入国審査官の応援を得て、審査手続きを行って
いるが、完了するまでに約2時間を要している。今後、定員4000～5000人クラスの大型クルーズ船が寄港したときには、ＣＩＱ手続
きのさらなる迅速化が求められる。（高知県）

【クァンタム・オブ・ザ・シーズ】 ※四国寄港最大級

総トン数 ： 168,666トン 乗客定員 4,180人 全長 ：347.8m
約１００台のツアーバス

課題
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四国運輸局

・ギャングウェイ等設備については、実績のある港の情報を収集し、必要な整備の検討を継続して行っていく。（高知県）

・寄港する時間、岸壁によっては、ギャングウェイ（※）等の付帯設備が追加で必要となる場合がある。
（※）乗･下船に使われるタラップ

・ギャングウェイ等設備については、実績のある港の情報を収集し、必要な整備の検討を行った。（高知県）
・移動式ボーディング・ブリッジを平成２９年度中に整備することとしている。（徳島県）

課題に対する取組方針 ５．付帯設備の整備

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

クルーズＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：クルーズ船受入の更なる拡充
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四国運輸局

・タクシー利用者には、寄港前にタクシーを予約することを今後も勧めていく。（徳島県）

・大型船の寄港時には、営業区域内のバス・タクシーだけでは対応できないため、他県に要請する場合の制約などがある。

・タクシー利用者には、寄港前にタクシーを予約することを勧めているが、外国人客の対応が難しい。外国人に対しては、岸壁で
案内所担当が営業区域外の行き先となるタクシーを呼んだ。ただし、行き先によっては１時間以上待ちになった。
（徳島県）

課題に対する取組方針 ６．バス・タクシー等の確保

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

クルーズＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：クルーズ船受入の更なる拡充
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四国運輸局

交通対策ＷＧの取組について

四国ブロック
連絡会事務局
四国ブロック

戦略会議事務局
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四国運輸局

訪日外国人旅行者にとって、時刻表や行き先案内等の多言語表記化や案内放送の多言語化は極めて重要。訪日外国人旅行
者受入環境整備緊急対策事業など活用できる補助金を活用し、公共交通機関における多言語化を引き続き進める。

・各種案内板や路線図、時刻表等の多言語表記や多言語アナウンスについて、英語も一部施設において不十分であるが、英語以
外の言語はほぼ非対応の状況。

・交通事業者のホームページは、バスを中心として日本語のみであるものが大半であり、改善が望まれる。

○四国管内の乗合バス会社の運行情報を多言語化し、NAVITIME社、ジョルダン社へ
提供。特に、NAVITIME社では、自社の乗換検索アプリにおけるバス停の多言語表
記対応を、8月17日より全国に先駆けて四国地域から開始。（四国運輸局）

○JRの駅等で多言語通訳・翻訳サービスを提供するコールセンターを設置し、多言語
対応を支援。（香川県）

○駅案内サインの5言語対応化を丸亀駅、今治駅、内子駅、徳島駅、新居浜駅、伊予
西条駅の6駅で実施予定。また、多言語表記に対応したLED行き先表示器への取替
を多度津駅、高知駅で実施予定。（四国旅客鉄道）

○運航情報モニター及び船内放送の多言語化を実施。（四国急行フェリー、四国汽船）

○公共交通案内の多言語化を推進する「高知県公共交通案内多言語化推進事業費
補助金」を創設。同補助金を活用しとさでん交通等において停留所表記の多言語化
を実施。（高知県、とさでん交通）

課題に対する取組方針 １．多言語対応

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

交通対策ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：多言語対応による情報発信、公共交通利用環境の革新 NAVITIME for Japan Travel
（韓国語での検索結果）

LED行き先表示器の多言語化

駅案内サインの5言語対応化
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四国運輸局

訪日外国人旅行者にとって、目的地までの移動手段の検索や地図を確認等する際に、スマートフォン等で気軽に情報にアクセ
スできる環境の整備は極めて重要。引き続き、民間事業者向けにWi-Fi整備に係る経費の助成制度を実施し、情報アクセス環境
の整備を促進する。

・自治体、民間事業者等の取組により、無料公衆無線LANのサービスが利用可能な地点は大きく拡大。今後とも各自治体を中心
にさらなる普及に努める必要がある。

○国の補助制度（訪日外国人旅行者受入環境整備事業）の活用を補助制
度説明会の開催や訪問、各種会議等での機会を利用し各方面への周
知。（四国運輸局）

○高松空港ビル内全域に無料公衆無線LANを整備しているが、繋がりにく
いなどの状況を確認し、対応を検討。（大阪航空局）

○事業者向けのWi-Fi整備に係る経費の助成金を交付し、整備を促進。
（徳島県、香川県、高知県）

○駅内キヨスクへのセブンWi-Fiの設置を要請。（四国旅客鉄道）

○道の駅設置者へWi-Fi導入の働き掛けを実施。（道の駅）

課題に対する取組方針 ２．無料公衆無線ＬＡＮの環境整備

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

交通対策ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現

今後の方針

バス車両へのWi-Fi整備への助成
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四国運輸局

訪日外国人旅行者にとって、主要駅等から目的地までの移動手段を円滑に検索できる環境の整備は極めて重要。乗換検索等
の多言語を引き続き進めるとともに、外国人旅行者向けの観光サイトの内容を充実、SNSなど活用した交通事業者と連携など、
外国人旅行者向けの情報発信の充実に努める。

・目的地への公共交通利用に関する情報が十分に発信されておらず、来訪者にとって分かりづらい状況。

・駅、バスターミナルやホームページ等における情報発信に取り組むと共に、乗換検索サービスへの情報充実も必要。

○外国人旅行者のバスによる移動の円滑化を図るため、四国管内の乗合バス
会社の運行情報（会社、路線・運行系統、停留所、バス種別情報）を多言語化
し、NAVITIME社、ジョルダン社へ提供。特に、NAVITIME社では、自社の乗換
検索アプリ「NAVITIME for Japan Travel」 におけるバス停の多言語表記対応
を、8月17日より全国に先駆けて四国地域から開始。四国4県の主なバス路線
の停留所5000カ所を、英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国語の4カ国語で対
応。（四国運輸局）

○交通事業者と連携しながら、県観光協会のWEBサイトとSNSにより、外国人

旅行者向けの二次交通の情報発信に努めるとともに、県の観光情報サイトは、
5言語（英・簡体・繁体・韓国・タイ）に対応したサイトを構築。（香川県）

○外国人旅行者向けの県観光サイトのリニューアルを実施。（愛媛県）

○多言語観光情報サイト「VISIT KOCHI JAPAN」に観光コンテンツ追加、
Instagram開設、Facebookによる発信、YouTube新規動画追加。（高知県）

課題に対する取組方針 ３．情報発信

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

交通対策ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：多言語対応による情報発信、公共交通利用環境の革新
乗換案内サイト・アプリでの検索結果
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四国運輸局
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旭 川

豊 橋

下 関

２次交通※２へのＩＣカードの導入状況 記号 都市数

未導入 21
地域独自の交通系ＩＣカード 14

※1：県庁所在地及び人口20万人以上の都市(計115都市)
※2：JR、大手民鉄等の主要な鉄道以外の交通機関

■主要都市※１における状況

交通系ＩＣカードの導入状況 色 県数

未導入 3
地域独自の交通系ＩＣカード 3

■都道府県における状況

い わ き

高 知

佐 世 保

那 覇

福 井

高知県、愛媛県、沖縄県

青森県、秋田県、徳島県

訪日外国人旅行者にとって、1枚の交通系ICカードで四国地域を含む全国の交通手段を利用できる環境を整備することは極め
て重要。引き続き、交通系ICカードの普及に向けて、「片利用化」に向けた取組を進めるとともに、国の補助制度（訪日外国人旅

行者受入環境整備緊急対策事業）の活用について、説明会の開催や訪問、各種会議等の機会を利用し各方面への働き掛けを
強化し、交通系ICカードの相互利用の促進を図る。

・Suica 等の相互利用可能なIC カード（10カード）に未対応。投資面で課題があるものの、来訪者に便利なサービスを提供するた
め10 カードの利用環境の整備は重要な問題。

○ことでんにおいて、全国相互利用可能な交通系ICカード（ICOCA・
Suica・PASMO等）である10カードをIruCaエリアでも利用可能（片利
用）とするシステム改修を現在実施中（2018年春の運用開始を目指

す）。本取組については、国の補助制度（訪日外国人旅行者受入環境
整備緊急対策事業）を活用しているほか、香川県や沿線3市4町も支

援。地域外からのビジネス、観光客を始め、地域内在住の他エリアカー
ド所有者の利便性向上を図る。（高松琴平電気鉄道）

○10カードの片利用導入に関するニーズ等調査を徳島バス、伊予鉄道、

とさでん交通に対して実施したほか、片利用共通接続システム導入に
関する説明会の開催を徳島バス、伊予鉄道、とさでん交通など交通事
業者に対して案内。（四国運輸局）

課題に対する取組方針 ４．交通系ＩＣカードの相互利用の推進

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

交通対策ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：公共交通利用環境の革新

注：10カード：Kitaca、Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、
PiTaPa、SUGOCA、はやかけん、nimoca

10カードが導入されていない地域
（平成29年３月末時点）
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四国運輸局

訪日外国人旅行者にとって、空港や主要駅等から目的地に向かう二次交通の整備が極めて重要。引き続き、幹線交通を形成
する鉄道・バス等から観光地等の目的地への二次交通の確保・充実を図るとともに、観光地を効率的に結び、周遊しやすいプラ
ンの開発を行う。加えて、引き続き、施設・車両等のバリアフリー化を推進する。

・四国は人口減少・過疎化が急速に進んでいる地域が多く、他地域に比して公共交通ネットワークが脆弱。特に幹線交通を形成す
る鉄道・バス等から観光地等の目的地への二次交通の確保・充実が課題である。

・四国の観光地は点在していることから、観光地を効率的に結び、周遊しやすいプランの開発が必要。
・円滑かつ快適な二次交通の確保のため、引き続き、施設・車両等のバリアフリー化を推進する必要。

○「ALL SHIKOKU Rail Pass」を改訂・拡充し、利用可能なエリアにフェ

リー・バスを追加した新たな企画乗車船券を造成を検討中。加えて、利用
可能なエリアを香川県内に限定した企画乗車船券「KAGAWA Mini Rail 
Pass」を新たに共同で造成を検討中。（四国旅客鉄道ほか3社）

○直島・豊島の二島を巡る周遊観光事業をチャーター船（フェリー）と小型
バスを組合せた島巡り観光に関する実証運行を実施。（四国運輸局）

○高速道路周遊割引制度を利用するレンタカー利用者向けのドライブマッ
プを作成した（各県等）。また、海外の旅行会社向けにレンタカー利用の
外国人観光客に対する助成を実施。（徳島県、高知県等）

○徳島阿波おどり空港にて、定額タクシーの実証実験を実施したほか、「徳
島・鳴門ぐるっとバス」、「鳴門・祖谷観光たびバスタクシー」を運行し、大
歩危祖谷エリアでの二次交通環境の整備の取り組みを実施。（徳島県）

○高知龍馬空港からの乗合タクシーのほか、鉄道・バスフリーきっぷを造成
する等、空港から安芸・室戸方面へのアクセス向上を図った。（高知県）

○新型LRT車両2両を導入し、営業運転を開始。（伊予鉄道）

○東予港旅客ターミナルでのボーディングブリッジの整備、エレベーターの
設置及び多機能便所の設置に向けての取り組みを実施。（四国開発フェ
リー）

課題に対する取組方針 ５．二次交通の確保・充実

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

交通対策ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：公共交通利用環境の革新、「地方創生回廊」の完備

ドライブパス

島巡り観光実証運行

乗合・定額タクシー

ALL SHIKOKU Rail Pass

新型LRT車両
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四国運輸局

観光資源魅力向上ＷＧの取組について

四国ブロック
連絡会事務局
四国ブロック

戦略会議事務局
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四国運輸局

・ 四国の主要観光地を訪れる外国人の数が増加しているなか、こ れら外国人を含めた観光客を、農泊の取組を通じて農山漁
村地域にも呼び込む必要。

・ 農山漁村に賦存する資源を活用した観光コンテンツを創出し、農山漁村滞在型旅行をビジネスとして実施できる体制
を持った地域は、現在まだ少数。
→ 農泊に取り組もうとする地域では、①宿泊・飲食施設が不足している、インバウンド受入のための案内板等の外国
語表示がなされていない、リーダーやサポート人材等受入組織の人材が確保できないなど受入体制が十分ではない、
②地域資源を活用した魅力的な旅行商品や体験プログラムが不足している、③効果的なプロモーション活動が展開で
きていないなどの現状を抱えている地域が相当数。

農泊に取り組む地域に対して、農山漁村振興交付金等各種支援制
度により支援するとともに、フォーラム等の開催により有用情報を提供
する、中国四国農政局消費者の部屋において農泊に取り組む地域を
紹介するなどにより支援。

課題に対する取組方針 １．滞在型農山漁村の確立・形成

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

観光資源
魅力向上ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：滞在型農山漁村の確立・形成

中国四国農政局、四国運輸局及び中国四国地方環境事務所が連携して、
関係機関の協力を得つつ、次により農泊に取り組む地域に対して支援。
① 農山漁村振興交付金等国の各種支援制度により重点的に支援
② 有用情報の提供及び農泊地域の国内外に対するＰＲ
③ 農泊地域と国立公園との連携による双方の魅力向上の提案 等々

農山漁村振興交付金により、10地域に
おける農泊の取組を支援（平成29年度）。
このうち、にし阿波～剣山・吉野川観

光圏協議会（徳島県美馬市、三好市、つ
るぎ町及び東みよし町）では、観光圏事
業とも連携し、農泊 食文化海外発信地域
(Savor Japan) 、日本農業遺産を組み合わ
せた体験メニュー等の充実により、「にし阿
波・桃源郷」の営みを体感できる仕組みを構
築し、インバウンドの受け入れ拡大を目指
す。

茅葺民家ステイ（三好市東祖谷）

農泊推進フォーラムを開催（主催：
中国四国農政局）（29年度）

中国四国農政局消費者の部屋
で農泊に取り組む地域を紹介
（29年度）
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四国運輸局

・観光庁にて平成２８年度実施した「訪日外国人旅行者の国内における受入環境整備に関するアンケート」結果によると、旅行中
困ったこととしては「施設等のスタッフとのコミュニケーションがとれない」が３２．９％で最も多く、コミュニケーションツール等の整備
が必要とされている。
・多言語音声翻訳システムについては認知度が低い。
・接遇、施設双方において対応が不十分。

課題に対する取組方針 ２．誰もが一人歩きできる観光の実現

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

観光資源
魅力向上ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現

・多言語音声翻訳システムの普及促進に向け、四国運輸局と四国総合通
信局等とが連携し、同システムやアプリ「VoiceTra」の紹介を通じた、周知・
広報を実施。また、四国総合通信局においては、松山市商工会議所や道
後旅館協同組合担当者にアプリを説明し、今後は同会員を対象とした説明
会を行う予定。

・また、島嶼部の観光施設（食事場所、土産物店）において、 「VoiceTra」
の活用を検討する予定。

・引き続き、多言語音声翻訳システムの普及促進に向け、四国運輸局と四国総合通信局等とが連携し、同システムやアプリ「VoiceTra」の
紹介を通じた、周知・広報を実施する。

実証事業（宇和島市・内子町）の中で
情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）による

「Ｖｏｉｃｅ Ｔｒａ」の説明・デモを実施。
（総合通信局と運輸局との事業連携）
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四国運輸局

・消費税免税制度対応可能施設は増加傾向にあり、外国人の観光需要の獲得に向けた動きは見られるものの、小規模店舗等に
おいてはクレジットカード対応等、決済環境の整備が不十分な店舗が多い。
・商店街等において外国人旅行者の消費を取り込む環境が十分に整っていない。
・外国人旅行者に対し伝統工芸品をはじめとした四国ならではの地域産品の魅力が十分に伝わっていない。
・外国人旅行者のニーズ多様化（モノ消費からコト消費）への対応を進めるべく、体験型旅行商品の開発等を進める必要がある。

課題に対する取組方針３．地方における観光需要の獲得・地域産品の消費拡大

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

四国ブロック
戦略会議事務局観光資源

魅力向上ＷＧ

該当する観光ビジョン掲載施策 ：地方の商店街等における観光需要の獲得・伝統工芸品等の消費拡大

・高知市商店街の免税一括カウンターが掲
載されたマップをクルーズ客船を中心とし
た外国人旅行者に配布。

・IoTを活用した新ビジネス創出推進事業を
活用し、NECネッツエスアイ株式会社と高

松丸亀町商店街振興組合等が協働して、
高松丸亀街商店街内でより質の高いおも
てなしサービスを提供するための、スマート
フォンアプリを活用した決済・消費税一括免
税手続環境の整備に向けた実証事業を開
始。

専用アプリを使用したモバイル端末での
免税手続きの自動化実証事業
（経済産業省）

高松丸亀町商店街
一括免税カウンター

免税店一括カウンターマップの
作成・配布（高知県）
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四国運輸局課題に対する取組方針３-2．地方における観光需要の獲得・地域産品の消費拡大
四国ブロック

連絡会事務局

取組の内容

四国ブロック
戦略会議事務局観光資源

魅力向上ＷＧ

該当する観光ビジョン掲載施策 ：地方の商店街等における観光需要の獲得・伝統工芸品等の消費拡大

・地域・まちなか商業活性化支援事業を活用し、高松兵庫町商店街
及び松山の大街道・銀天街商店街において周辺施設と連携してIT機

器を活用した多言語対応サービスやキャッシュレス決済、免税対応
等を整備し、中心市街地での外国人観光客の回遊促進と消費需要
の獲得を推進。

・伝統的工芸品産業振興補助金の海外展開事業を活用し、
「ESPACE DENSAN（パリ常設ショールーム）」に大洲和紙及び香川

漆器の各１事業者が出展し、海外における販路拡大に向けた取組を
実施。

「ESPACE DENSAN
（パリ常設ショールーム）」

香川漆器 大洲和紙

タッチディスプレイ
（大街道商店街：四国経済産業局）

高松兵庫町商店街の取組事例
（四国経済産業局）

登録端末 デジタルサイネージ

決済端末

今後の方針
・関係省庁連携の下、商店街等での消費税免税手続きカウンターの設置、Wi-Fi環境整備、キャッシュレス端末整備、多言語案内表示等の
取組を進め、地域の稼ぐ力を引き出すことで地域経済の活性化を図る。

・各支援事業を活用し、伝統的工芸品をはじめ地域産品の外国人目線での改良・開発や販路開拓、魅力発信等を行い、訪日外国人など交
流人口の拡大による域外需要を取り込むことで地域産品の消費拡大を図る。 43



四国運輸局

・多言語対応をはじめとした外国人受入環境や国立公園拠点までのアクセス整備が不十分。
・利用施設の老朽化、標識等の統一、多言語対応が不十分。
・豊かな自然環境が誘客に活かされていない。
・環境に負荷をかけない持続可能な観光推進が必要。
・着地型観光の開発が必要。

・屋島や竜串等、国立公園の拠点となる地域において持続可能な着地型観光推進のため、
ビジターセンター等各種利用施設整備のための設計や関係者調整を行った。

・都道府県の整備・管理する国立公園内の看板や公衆トイレについて、自然環境整備交付金を通じて多言語化と洋式化を進め
た。
・利用拠点へアクセス向上に向け、車道の拡幅・整備や有料道路の公有化・無料化を行った。
・ビジターセンター等国立公園利用拠点へ無料Wi-Fiを設置した。
・国立公園の豊かな自然資源を活かした催しを開催し、

普及啓発と魅力発信を行った。
・環境省HP、インスタグラム、YouTube、フェイスブック等のweb媒体を

用いて、国立公園の美しい風景や見どころの紹介を行った。

課題に対する取組方針 ４．国立公園のナショナルパーク化

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

観光資源
魅力向上ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ：国立公園のナショナルパークとしてのブランド化

・国立公園の拠点において、ビジターセンター、トイレその他利用施設整備を実施する。
・交付金を利用した標識の多言語化、トイレの洋式化を継続して進める。
・屋島において国立公園満喫プロジェクト展開事業によるPR活動を行う等、積極的な魅力発信を行う。
※全国目標：2020年までに訪日外国人の国立公園利用者数を１０００万人に増加させる。

竜串再整備計画

五色台ビジターセンター
（Wi-Fi設置）

自然体験教室
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四国運輸局

・今後さらに増加が見込まれる訪日外国人旅行者の宿泊施設としての古民家活用が議論されており、古民家活用は来訪者の増加
にも寄与し、観光産業への波及効果も期待されていることから、古民家を活用した宿泊環境整備の検討等を進める必要がある。

・地方部では決済環境（クレジットカード等の利用可能環境）の普及の遅れが見られるため、旅行者のニーズに応え、買い物や観
光を楽しめる環境の整備が必要。また、併せてクレジットカード使用可能の表示を進めることも必要。（基本受入環境ＷＧより再掲）

課題に対する取組方針 ５．その他

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

観光資源
魅力向上ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

宿泊施設不足の早急な解消及び多様なニーズに合わせた宿泊施設の提供・キャッシュレス環境の飛躍的改善
・通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現

・商店街・まちなか集客力向上
支援事業を活用し、内子まちづ
くり商店街協同組合と内子町の
観光案内所を運営するNPO法
人「プロジェクトA．Y．」が協働
して、古民家2棟を改修した宿
泊施設を11月から順次開業。

また、交流施設「内子まちの駅
Nanze」を改修して、内子町観

光ビジターセンターと一体と
なったインバウンド対応支援
サービスを実施。

決済端末の導入展開

訪日外国人受入環境整
備事業（実証事業）を活
用し、宇和島市、内子
町において決済環境の
整備、長期滞在による
消費拡大のための実証
プログラム（ガイドブッ
ク・ＰＯＰ作成等）を実施
し、訪日外国人の受入
環境整備を実施。

（基本受入環境ＷＧ再掲）

連 携

古民家宿泊施設の整備 「VoiceTra」の試用

ガイドブック（イメージ）

お勧め商品ＰＯＰの設置

・引き続き、国の支援制度等を活用し受入環境整備及び観光資源の魅力向上に取り組む。

四国総合通信局
四国経済産業局
四国運輸局
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四国運輸局

（文化財の観光資源としての開花）
・魅力ある観光資源であるにもかかわらず、海外に対するＰＲが不足している。
・豊かな人生を送り、子供たちの豊かな心や人間性を育むためには、家族や仲間とともにゆったり休日を過ごすことにより、絆を深
めたり、趣味に打ち込んだり、地域行事に参加することなどが重要であり、１億総活躍社会に向け、働き方改革と表裏一体のもの
として、休み方改革を進めることが必要。

課題に対する取組方針 ５．その他

課題

四国ブロック
連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

観光資源
魅力向上ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

該当する観光ビジョン掲載施策 ・文化財の観光資源としての開花

・５カ国・地域に本場阿波踊り選抜隊を派遣し、ＰＲ活動を実施。

・各事業を継続的に実施し、観光資源の魅力向上に取り組む。

・香川県庁舎東館の文化的価値などを知っていただくため、県職員によるガイドツアーを実施。

香川県庁東館（丹下健三設計）ガイドツアーの実施（香川県）阿波踊り派遣（香港）（徳島県）

・平成30年度から始まるキッズウィークをはじめ、休み方改革を進める。 46



四国運輸局課題に対する取組方針 ５．その他
四国ブロック

連絡会事務局

取組の内容

今後の方針

観光資源
魅力向上ＷＧ

四国ブロック
戦略会議事務局

引き続き、各取組みを推進し、観光資源の魅力向上に取り組む。
・平成３０年度以降も景観についての説明会を開催
・眺める場所の管理者による四国八十八景連絡協議会の立ち上げ ・プロモートの推進

該当する観光ビジョン掲載施策：景観の優れた観光資産の保全・活用による観光地の魅力向上

・景観の優れた観光資産の保全・活用による観
光地の魅力向上に向け、自治体による景観計
画の策定を推進するため、景観法や歴史まちづ
くり法等の法制度等の説明会を開催することに
より、自治体を支援。

四国の各県において説明会を開催

・ 四国を訪れる観光客の増加を図るため、四国
らしさの感じられる素晴らしい景観を「四国八十
八景」として選定し、その魅力を発信。
・平成２９年度に第２期選定予定

８月 ９日愛媛県、 ８月２２日高知県、
８月３１日徳島県、１２月２６日（予定）香川県

第1期選定箇所MAPの作成

現在、四国地域では、２８の景観計画が策定

計画策定の一層の推進により、魅力的な観光地の創出

四
国
八
十
八
景

眺める場所を選ぶのがプロジェクトのポイント

すばらしい眺め 眺める場所

第１期選定箇所の一例

遊子水荷浦段畑 花樹海（テラス）

宿毛リゾート椰子の湯 阿波の土柱展望台
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四国運輸局

主な取組成果事例について

四国ブロック
連絡会事務局
四国ブロック

戦略会議事務局
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四国運輸局
四国ブロック

連絡会事務局主な取組成果事例（実績）の報告

景観の優れた観光資産の保全・活用による観光地の魅力向上
１．景観計画の策定推進に係る取組
２．四国八十八景プロジェクトに係る取組
３．無電柱化を活用した景観形成に係る取組
４．公園内の案内サイン多言語化等による外国人入園者の更なる快適な利用の

推進に係る取組

滞在型農山漁村の確立・形成
５．農泊の推進に係る取組

地方の商店街等における観光需要の獲得・伝統工芸品等の消費拡大
６．高松市中心商店街における免税手続一括カウンター設置等に係る取組

四国ブロック
戦略会議事務局

観光資源の魅力を極め、地方創生の礎に
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四国運輸局

課題 今後の取組方針

【四国ブロック】景観計画の策定推進に係る取組の成果

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁
調整中
（2017年度の取り組みを踏まえ、
2018年3月までに策定予定）

「おもな観光地で「景観計画」をつくり、美しい街並みへ」

国土交通省

・現在、四国地域では、
２８の景観計画が

策定されているところ。

今後、魅力的な観光地の
創出等のため、
計画の策定を

一層推進する必要があ
る。

景観の優れた観光資産の保全・活用による観光地の魅力向上に向け、自治体による景観計
画の策定を推進するため、景観法や歴史まちづくり法等の法制度等の説明会を開催すること
により、自治体を支援する。

・平成29年度は、説明会を四国の各県において開催。

開催実績： ８月 ９日 愛媛県 講師：四国地方整備局 １６市町が参加
８月２２日 高知県 講師：四国地方整備局 ２３市町が参加
８月３１日 徳島県 講師：国土交通本省 ２４市町村が参加
１２月２６日（予定） 香川県 講師：四国地方整備局 １０市町が参加予定）

平成30年度以降も、引き続き説明会を開催する予定。

景観の優れた観光資産の保全・活用による観光地の魅力向上

観光資源魅力向上ＷＧ

1
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四国運輸局

課題

今後の取組方針

地域：四国全域

【四国ブロック】四国八十八景プロジェクトに係る取組

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

景観の優れた観光資産の保全・活用による観光地の魅力向上

国土交通省

・ 四国を訪れる観光客の増加を図るため、四国らしい風景や街並み
などを「四国八十八景」として選定し、 その魅力を広くプロモートして
いくプロジェクト。

平成27年度
実行委員会
立ち上げ

平成28年度
第一期選定

平成29年度
第二期選定

平成30年度

プロモート
開始

・平成29年度に第二期選定

・眺める場所の管理者による四国八十八景連絡協議会の立ち上げ

・平成30年度よりプロモートを開始

【－】

四国を訪れる観光客の増加を
図るため

• 四国八十八景という「四国ブラ
ンド」の観光商品を作る
• 基本的には「四国各地を巡る」
商品
• 四国各地の連携により「四国
ブランド」の魅力アップ

等への取組

取組の成果

取組の効果

実施主体：四国八十八景プロジェクト
取組状況：第1期選定として22箇所を選定。第2期募集とともに選定箇所を紹介。
第1期選定箇所MAPの作成。メールマガジンの発行。

選定箇所の認知度が向上し、一部箇所では旅行会社のツアーに組み込まれ、その箇所ではガイ
ドの会を結成するなど、魅力向上の取り組みが進んでいる。

観光資源魅力向上ＷＧ

２
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四国運輸局

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁
国土交通省

景観の優れた観光資産の保全・活用による観光地の魅力向上 【 － 】

課題
・電柱・電線に加え、放置自転車や
アーケードによる暗い歩行環境に
より景観が損なわれている。

・堀之内と松山市駅を結び、松山市内で最も広い道路幅員を持つ
「花園町通り」で、「歩いて暮らせるまち松山」の新たなシンボルロード
として、無電柱化と道路空間の再配分を実施
・地元が中心となった建物のファサード整備により、「通り」との一体
感を演出し、官民が連携して良好な景観形成を進めた

マルシェの様子

取組方法
事業期間：平成２３～２９年度
延 長：Ｌ＝２５０ｍ
幅 員：Ｗ＝４０ｍ
総事業費：約１２．５億円

（社会資本整備総合交付金を活用）
整備概要：電線類の地中化

片側２車線を１車線に縮小
自転車道の新設(Ｗ＝２m)
歩行空間の拡幅(Ｗ＝４～１０m)

整備前(愛媛県松山市花園町)

取組の成果
・自動車交通量が１２％減少
・歩行者通行量が1.9倍に増加
・通りを活用したマルシェを開催

取組概要

今後の
取組方針
来年度以

降も、コス
ト縮減を図
りながら引
き続き計画
的な無電柱
化の取り組
みを推進す
る｡

・電柱によって地上に張り巡らされている電線類は、防災面の課題はもとより、歩道の円滑な移動や景観の妨げとなることで、訪日外国人
旅行者に対して国土の魅力を損なう要因となっていることから、無電柱化による通行空間の確保や良好な景観の形成を進めている。

整
備
イ
メ
ー
ジ

【四国ブロック】無電柱化を活用した景観形成に係る取組

３

観光資源魅力向上ＷＧ
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四国運輸局

課題 取組の成果

○国営讃岐まんのう公園は開園面積350haと広大で、複数のエリアを有しているため、公園利用者の利用促進のため約６００枚の案内
サインを設置しているが、近年の外国人観光者に対するインバウンド観光拡大及び利用推進に向けて、案内サインの多言語化（日本語の
他、英語、中国語、韓国語版）等を実施。

概要

観光ビジョン掲載施策

【四国ブロック】公園内の案内サイン多言語化等による外国人入園者の更な
る快適な利用の推進に係る取組

○多言語化されていない案内サインについて、計画を立案し予算確保しながら進めていくとともに、ソフト施策として外国人講師による接客
研修などにより、スタッフのスキルアップ等を推進する。

今後の取組方針

取組の効果

公園内に約６００枚の案内
サインを設置しているが、約
５割のサインが多言語化でき
ておらず、外国人入園者の快
適な利用が図られていない。

実施主体：四国地方整備局
取組状況：①外国人講師によるスタッフの接客研修の実施。

②案内所等における電話通訳サービス（英語、中国語、韓国語等）。
③公園ガイドマップの多言語版（英語、中国語、韓国語）を作成し、ＨＰへも掲載。

今後の取：案内サインについては、平成１０年度の第１期開園より順次設置してきたが、今後、多
組の方法 言語化されていない箇所について、計画を立案し予算確保しながら進めていく。

（平成３０年度以降を予定）

訪日外国人がストレスなく
快適に園内を利用できる。

２０２０年までのＫＰＩ
2018年３月までに設定景観の優れた観光資産の保全・活用による観光地の魅力向上

観光資源魅力向上ＷＧ

４連携する省庁
国土交通省
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四国運輸局

課題 今後の取組方針

【四国ブロック】農泊の推進に係る取組

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

滞在型農山漁村の確立・形成 農山漁村滞在型旅行をビジネスとして実
施できる体制を持った地域を2020年まで
に500地域（全国）創出農林水産省、国土交通省、環境省

○ クルーズ船の寄港や高松空港の海外便が増加している中、四国の主要観光地を訪れる外国人の数は増加しており、これ
ら外国人を含めた観光客を、農泊の取組を通じて農山漁村地域にも呼び込み、農山漁村の所得向上及び活性化を図る。

○ 農泊に取り組む地域に対して、農山漁村振興交付金等各種支援制度により支援するとともに、フォーラム等の開催により
有用情報を提供する、中国四国農政局消費者の部屋において農泊に取り組む地域を紹介するなどにより支援。

・ 四国の主要観光地を訪れる外
国人の数が増加しているなか、こ
れら外国人を含めた観光客を、農
泊の取組を通じて農山漁村地域に
も呼び込む必要。

・ 農山漁村に賦存する資源を活
用した観光コンテンツを創出し、
農山漁村滞在型旅行をビジネス
として実施できる体制を持った
地域は、現在まだ少数。

中国四国農政局、四国運輸局及び中国四国地方環境事務所が連携して、関係
機関の協力を得つつ、次により農泊に取り組む地域に対して支援。
① 農山漁村振興交付金等国の各種支援制度により重点的に支援
② 有用情報の提供及び農泊地域の国内外に対するＰＲ
③ 農泊地域と国立公園との連携による双方の魅力向上の提案 等々

農泊推進フォーラムを開催
（主催：中国四国農政局）

29年度における取組例農山漁村振興交付金によ
り、10地域における農泊の
取組を支援。
このうち、にし阿波～剣

山・吉野川観光圏協議会（
徳島県美馬市、三好市、つ
るぎ町及び東みよし町）で
は、観光圏事業とも連携
し、農泊 食文化海外発信地域(Savor Japan) 、日本
農業遺産を組み合わせた体験メニュー等の充実によ
り、「にし阿波・桃源郷」の営みを体感できる仕組みを
構築し、インバウンドの受け入れ拡大を目指す。

茅葺民家ステイ（三好市東祖谷）

中国四国農政局消費者の
部屋で農泊に取り組む地
域を紹介

観光資源魅力向上ＷＧ

５
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四国運輸局

課題
地域：高松市

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【四国ブロック】高松市中心商店街における免税手続一括カウンター設置等に係る取組の成果

今後の取組方針

取組の効果

地方の商店街等における観光需要の獲得・伝統工芸品等の消費拡大

経済産業省、国土交通省

〇 平成２６年１０月より制度拡充が進む消費税免税制度の下、地方の
消費を拡大させるためには、免税店の拡大が必要。

〇 利用者利便の向上、消費拡大に向けて商店街等の一括カウンター
設置を進める。
〇商店街において周辺施設と連携してIT機器を活用した多言語対応

サービスやキャッシュレス決済、免税対応等を整備し、中心市街地での
外国人観光客の回遊促進と消費需要の獲得を進める。

平成２６年１０月より制度拡充が
進む消費税免税制度の下、地
方の消費を拡大させるためには、
免税店の拡大が必要。

・免税手続きの一括カウン
ターを設置している高松丸
亀町商店街では、 経済産

業省の事業を活用し、専用
アプリによる免税手続きの
自動化等の実証事業を実
施。

・高松兵庫町商店街では、
IT機器を活用した多言語対
応サービス、キャッシュレス
決済や免税対応等のイン
バンウド対応を実施。

引き続き、免税制度の
広報・周知に取組み
免税店の拡大を進め
る。

設備導入からの期間
が短く、顕著な取組効
果は現れていない状
況。

高松丸亀町商店街
キャッシュレス決済端末

免税手続きを行う外国人旅行者

4/1→10/1
6.3％(35件）増

【－】

取組の方法

６

観光資源魅力向上ＷＧ
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四国運輸局
四国ブロック

連絡会事務局主な取組成果事例（実績）の報告

キャッシュレス環境の飛躍的改善
７．決済環境の整備に係る取組

通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現
８．多言語コールセンターの機能拡充（香川県）に係る取組
９．道の駅（大学連携・Wi-Fi環境等）に係る取組
10．空港の受入環境の整備に係る取組

多言語対応による情報発信
「世界一安全な国、日本」の良好な治安等を体感できる環境整備
11．自然災害発生時の訪日外国人への情報提供に係る取組（高知県）

クルーズ船受入の更なる拡充
12．クルーズ船の受入に係る取組
13．クルーズ船の受入に係る取組

四国ブロック
戦略会議事務局

すべての旅行者が、ストレスなく快適に観光を満喫できる環境に

「地方創生回廊」の完備
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四国運輸局
四国ブロック

連絡会事務局主な取組成果事例（実績）の報告

公共交通利用環境の革新
17．外国人旅行者の乗合バス利用円滑化に係る取組
18．交通系ICカードの相互利用の推進に係る取組

四国ブロック
戦略会議事務局

すべての旅行者が、ストレスなく快適に観光を満喫できる環境に

「地方創生回廊」の完備
14．観光渋滞対策に係る取組

15．高速道路での訪日外国人の旅行の支援及び訪日外国人旅行者向けサービスの充実
への取組

16．交通系ICカードの相互利用の推進に係る取組
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四国運輸局

課題 今後の取組方針

地域：愛媛県 宇和島市、内子町

【四国ブロック】決済環境の整備に係る取組

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

キャッシュレス環境の飛躍的改善

総務省、経済産業省、国土交通省

〇 ＦＩＴ層をはじめとする訪日外国人旅行者による買い物や体験型観光等の機会が増えつつあるものの、クレジットカード
での支払を希望する層が多いため、地域産品等の販売の機会を逃してしまっている。
〇 決済環境を整備することにより、観光地の消費拡大を図るとともに、訪日外国人の消費環境を整備する。

ＦＩＴ層をはじめとする訪日外国人旅
行者による買い物や体験型観光等
の機会が増えつつあるものの、クレ

ジットカードでの支払を希望する層が
多いため、地域産品等の販売の機会
を逃してしまっている。

取組方法

今後の取組方針

解決主体 ： 宇和島市、内子町、宇和島商工会議所、内子町商工会、事業者等
取組時期 ： 平成２９年８月～平成３０年３月（予定）
取組内容 ： 訪日外国人受入環境整備事業（実証事業）を活用し下記の事業を実施。

☆多言語によるキャッシュレス情報を含むガイドブック・ＭＡＰ・クーポン等の作成
☆クレジットカード対応端末の整備
☆商品情報の多言語発信（バーコードによる情報発信）
☆多言語音声翻訳アプリ「VoiceTra」の試用

お勧め商品ＰＯＰの設置

決済端末の導入展開「VoiceTra」の試用

継続したキャッシュレス環境の拡充整備及び消費拡大に向けた取組みを関係者に
働きかけ、訪日外国人旅行者の受入環境整備を図る。

情報通信研究機構（ＮＩＣＴ）による
「Ｖｏｉｃｅ Ｔｒａ」の説明・デモの実施

内子の町並を散策する
外国人旅行者

古民家宿泊施設

基本受入環境ＷＧ

【－】 ７
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四国運輸局

課題 取組の方法
地域：香川県

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【四国ブロック】多言語コールセンターの機能拡充（香川県）に係る取組

今後の取組方針

取組の効果

通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現

〇 香川県は急増する訪日外国人旅行者への対応として2017年７月より９言語対

応のコールセンターを設置し、県内の宿泊施設、土産物店等の事業者が外国人と
円滑に意思疎通できるための電話通訳サービスを有料（割安）で運営。
〇 更に訪日外国人旅行者の利便性向上を高めるために10月よりコールセンター
機能の拡充を図った。

急増する訪日外国人旅行者への対応
として多言語対応のコールセンター設
置の要望があった。

2017年７月より９言語対応のコールセンターを設置。
県内の宿泊施設、土産物店等を対象に９言語対応の電話通訳サービスを有料で運営。

2017年１０月より訪日外国人を対象にスマートフォンを使用し、香川県の公式サイト（うどん
県ネット）から無料で電話通訳サービスを利用できるようにした。

コールセンターの案内
（外国人旅行者向け） うどん県ネット

外国人観光案内所
を訪れる旅行者

引き続きコールセンターを継
続し、受入環境を整える。

基本受入環境ＷＧ

通訳サービス利用件数
１１６件（11月末まで）

８
国土交通省
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四国運輸局

課題 取組の方法

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

今後の取組方針

通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現

国土交通省

「道の駅」は、特産物や町の観光資源を活かして人を呼び、観光振興や地域活性化にとって重要な役割を果たしており、直売所やレ
ストランなどで地元の商品・食材を扱う等、地域経済への寄与とともに、道の駅を核とした地域全体の観光振興、地域づくりを学ぶ
学生の課外活動や就労体験の場として人材育成等の取組等が進められている｡また、道の駅の機能強化としてＷｉ－Ｆｉ環境等の整備
が必要である。

地域：四国管内の道の駅

■観光･地域づくりを担う将来
の人材育成等が必要

■規模の小さな農業生産者が
販売できる直売所がない地
域において、地域農業の基
幹的施設となるような施設
の整備が潜在的に求められ
ている

■地域が開発した観光商品を
販売する「着地型旅行商品」
による誘客の強化が必要

■道の駅の機能強化として
Ｗｉ-Ｆｉ環境等の整備が必要

来年度も引き続き、
大学連携、農林水産
物の販売、着地型旅
行商品に販売につい
て、道の駅設置自治
体へ他地域等の情報
提供を行い、取り組
みを促す｡ また、直
轄道の駅については、
引き続き『道の駅S
POT』の整備に取り
組む。

■大学連携
・受け入れ可能道の駅の情報提供、

全国｢道の駅｣連絡会による大学
と道の駅のマッチング等を実施

・商品開発やSNS等による情報発信

■農林水産物の販売
・輸送手段を持たない高齢者等の

ための「農産物集出荷システム」
の導入

■着地型旅行商品の販売
・地域の関係者と協力しながら、地

域の文化を体験する周遊観光メニ
ュー等の検討を実施

■Wi-Fi環境等の整備
・平成2９年１０月までに７２駅の整

備が完了。そのうち、直轄道の駅
の６駅において「道の駅SPOT」の
整備が完了。

【たからだの里さいた】
■学生がfacebookを開設し、PR効果が出てきている

【天空の郷さんさん】
■高齢農業者からも「集荷システムはありがたいし、作物のつくりがい

がある」との声

■地元の新鮮な農産物を毎日販売することが
でき、高原野菜を求めて訪れる町外からの
観光客の誘致にも貢献

【マイントピア別子】
■別子銅山ハイランドプラン

ツアー利用実績
H28年度
個人 861人
団体1,131人

【あぐり窪川】
■道の駅SPOT（無料公衆無

線LAN）を活用した道路交
通情報や観光情報等を提供
することにより、道の駅利
用者の利便性が向上

ツアー開催状況

取組の成果

【 － 】

【四国ブロック】道の駅（大学連携・Wi-Fi環境等）に係る取組

基本受入環境ＷＧ
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四国運輸局

課題

取組の方法

○徳島空港において、増加する訪日外国人
への対応のため、案内所のカウンターが
手狭で、二次交通情報の提供について、
多言語への対応が課題。

〇高松空港及び松山空港にはインバウンド
需要の増加が見込まれるが、いつでも外
貨を両替できる体制が整えられていない。

概要

観光ビジョン掲載施策

【四国ブロック】空港の受入環境の整備に関する取組

今後の取組方針

〇平成３０年３月に「徳島空港観光案内所」を設置し英語対応スタッフを配置することから、日本政府観光
局（ＪＮＴＯ）の外国人観光案内所認定制度で、カテゴリー２に認定される予定。また、デジタルサイネージ
を新設し、二次交通情報を多言語（日本語、英語、韓国語、中国語（簡体字・繁体字））で自動的に表示さ
せる予定。

○高松空港では平成２９年４月、松山空港では平成２９年１１月に、ターミナルビル内に「自動外貨両替機」
を設置し、空港内でいつでも外貨を両替できる体制を整えた。

取組の効果

○徳島空港において、増加する訪日外国人に対応するカウンターが手狭で、多言語による二次交通情報の提供も必要。そのため、案内所のスペースを拡張して
より視認性の高い場所へ新設し、英語対応スタッフを配置するとともに、デジタルサイネージにより二次交通情報を多言語で表示して情報提供を行う。

〇高松空港及び松山空港において、ＬＣＣの参入や国際線が就航し、インバウンド需要の増加が見込まれることから、訪日外国人の不便や不安等ができるだけ
解消されるよう、いつでも外貨を両替できる体制を整えることで、訪日外国人の利便性向上を図る。

通信環境の飛躍的向上と誰もが一人歩きできる環境の実現

○徳島空港において、訪日外国人の利便
性向上のため、案内所のスペースを拡張
してより視認性の高い場所に新設し、案
内機能を向上させる。また、デジタルサイ
ネージを新設して二次交通情報を多言語
でタイムリーに表示させる。

〇高松空港及び松山空港において、訪日
外国人の利便性向上のため、外貨両替
機能について関係機関等と調整を図る。

〇徳島空港における訪日外国人の利用動向等を見極め、必要に応じて検討する。
〇高松空港及び松山空港について、訪日外国人の不便や不安等ができるだけ解消されるよう、受入環境
改善に向けてさらなる検討を進める。

徳島空港観光案内所（イメージ） 高松空港の自動外貨両替機 松山空港の自動外貨両替機

10
基本受入環境ＷＧ
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四国運輸局

課題 取組の方法
地域：高知県

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【四国ブロック】自然災害発生時の訪日外国人への情報提供に係る取組

今後の取組方針

取組の効果

多言語対応による情報発信
「世界一安全な国、日本」の良好な治安等を体感できる環境整備

〇 近未来に発生が予想されている南海トラフ地震発生時に観光地を訪れる日本語を解さない外国人への避難案内の
情報提供が課題となっていた。
〇 津波浸水想定域内の観光スポット等へ多言語化された津波避難案内板を設置し、自然災害発生時に外国人へ避難
情報の提供を行う。

近未来に発生が予想されている南
海トラフ地震発生時に観光地を訪
れる日本語を解さない外国人への
避難案内の情報提供が課題となっ
ていた。

津波浸水想定域内の観光スポット等へ多言語化された津
波避難案内板１６基を設置。

Ｈ27：３基 Ｈ28：１１基 Ｈ29：１６基 整備実施
災害発生時の安心・安全な環境を確保

高知県実施に
よる事業をモデ
ルに、各自治体
による整備を促
すよう取り組
む。須崎市

四万十町

基本受入環境ＷＧ

求められる南海トラフ地震
への対応

【－】 11
国土交通省
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四国運輸局

課題 取組の方法

平成２７年４月、「外航クルーズ船が寄港するふ頭における臨時の消費税免税店届出制度」が創設された。ふ頭における臨
時の消費税免税店により、クルーズ旅客の利便性の向上と地域産品の消費を通じた地域の活性化が図られる。

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【四国ブロック】クルーズ船の受入に係る取組の成果

今後の取組方針

取組の効果

クルーズＷＧ

クルーズ船受入の更なる拡充

国土交通省、経済産業省

目標

訪日クルーズ旅客
2020年 500万人

平成２７年４月、「外航クルーズ船が寄港
するふ頭における臨時の消費税免税店届
出制度」が創設。平成２８年１０月１７日、
宇和島港で四国初となる臨時の消費税免
税店を出店したが、他港での実績がない。

平成２８年１０月１７日：宇和島港で四国初となる
臨時の消費税免税店

制度がまだまだ十分に浸透して
いないこともあることから、制度
の普及・啓発を図りながら、四
国管内の他港で臨時の消費税
免税店の出店を目指す。

解決主体：四国地方整備局
高知市 等

高知市と共に、消費税免税店届出制度等を
関係事業者に周知・制度活用を働きかけ。

寄港数が急速に伸び四国管内全体の約５割
を占める高知港において、臨時の消費税免
税店の出店が実現。

12
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四国運輸局

課題 取組の方法

四国管内の約5割の寄港数がある、高知港に、常設トイレが設置された。クルーズ旅客船の寄港数が増加している中、これ
までの簡易トイレから常設トイレになることより、クルーズ旅客等利用者の利便性の向上が図られる。

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【四国ブロック(課題番号)】クルーズの受入に係る取組の成果

今後の取組方針

取組の効果

クルーズＷＧ

クルーズ船受入の更なる拡充

国土交通省

目標

訪日クルーズ旅客
2020年 500万人

高知港に、クルーズ客船が寄港する
たびに、簡易トイレを設置しており、利
用者の利便性も悪く、管理者の負担と
なっていた。 今後もクルーズ船の寄港の増

加が予想されるため、周辺の駐
車場等についての整備を進め
ていく。

解決主体：高知県
高知県により、常設トイレが設置された。

高知港に常設トイレが設置されることによ
り、利用者の利便性も向上され、管理者
の負担が軽減された。

4,500人の乗客であふれる岸壁

別紙２－２

13
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四国運輸局

課題 取組の方法愛媛県松山市

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【四国ブロック】観光渋滞対策に係る取組の成果

今後の取組方針

取組の効果

「地方創生回廊」の完備

国土交通省 四国地方整備局

○愛媛県松山圏域は四国を代表する観光圏であり、特に松山城ロープウェイリフト（H28年度入込数：約130万人）や道後温泉（H28年度入込数：約
94万人）は入り込み客数が多い。

○観光地周辺における交通渋滞の緩和を目的とし、経路誘導などの取り組みを実施。

この地図は、国土地理院の数値地図（国土基本情報）を使用したものであ
る。

○繁忙期は、松山ＩＣを利用する交通の集中により、国道33号が
普段より渋滞。

○高松方面へは川内ICを利用した方が早く行ける時間帯がある。
○松山外環状道路インター線全通に伴い、松山ICに向かう際、国道56号を

経由した方が早く行ける時間帯がある。

渋滞

平成２８年１２月
松山外環状道路インター線全通

国道11号経由
川内IC利用

国道56号経由
松山IC利用

国道33号経由
松山IC利用

○ゴールデンウィーク・お盆の期間中
国道33号の渋滞緩和の取組として、
国道11・56号への経路誘導を促す
情報提供を実施。

ポスター・チラシ 路上看板

横断幕

38%
(4,000台/3h)

40%
(4,400台/3h)

36%
(3,800台/3h)

33%
(3,600台/3h)

26%
(2,700台/3h)

27%
(2,900台/3h)

H28GW

H29GW

国道33号から交通が転換
（9時～12時の国道33号の交通量が約3%減少）

資料：機械観測データ

・Ｈ28GW：平成28年５月３日～５月５日9:00～12:00

・Ｈ29GW：平成29年５月３日～５月５日9:00～12:00

○9時～12時の国道33号の利用割合が
H28GW期間中に比べ、国道33号の
利用割合が約3%減少。

国道11･33･56号の利用割合

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

○引き続き、GW・お盆などの繁忙期において交通誘導を実
施。

出典：民間プローブデータH28GW（5/3～5）

【 調整中 】

基本受入環境ＷＧ
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四国運輸局

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁
国土交通省

「地方創生回廊」の完備 【 － 】

課題
・地域版の定額乗り放題パス（北海
道・東北・中部・中四国・九州地
域）は実施されているが、地域の枠
を超えた広い範囲での移動を考慮
した全国版の定額サービスは無
かった状況

・お得に高速道路を利用出来るサービスを提供
NEXCO東日本/中日本/西日本及び道路公社（宮城県、京都
府及び兵庫県）において、レンタカーを利用される訪日外国人
旅行者向けに、全国エリアを対象とした初めての高速道路乗り
放題パス「Ｊａｐａｎ Ｅｘｐｒｅｓｓ Ｐａｓｓ」を販売

取組方法
期 間：平成２９年１０月１３日（金）～

連続する最大7日間または最大14日間利用可能
販売場所：北海道を除く全国の空港・主要駅付近のレンタ

カー店で販売

取組概要

今後の取組方針
訪日外国人旅行者がストレス無く快適に高速道路を利用頂ける様々なサービスを提供

・全国版の訪日外国人旅行者向け、高速道路定額乗り放題パスの提供
高速道路での訪日外国人の旅行の支援及び訪日外国人旅行者向けサービスを充実させ、「質の高い」観光先進国の充実に貢献

※地域版定額乗り放題パスも継続販売

【四国ブロック】高速道路での訪日外国人の旅行の支援及び
訪日外国人旅行者向けサービスの充実

15
基本受入環境ＷＧ
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四国運輸局

課題 取組の方法
地域：四国全域

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【四国ブロック】交通系ICカードの相互利用の推進に係る取組

今後の取組方針

○「ALL SHIKOKU Rail Pass」を改訂・拡充し、
利用可能なエリアに小豆島フェリー及び小豆島オ
リーブバスを追加した新たな企画乗車船券の造成
を検討中。

○加えて、利用可能なエリアを香川県内のJR、ことで
ん、小豆島フェリー及び小豆島オリーブバスとした短
期滞在向けの企画乗車船券「KAGAWA Mini 
Rail Pass」を新たに共同で造成を検討中。

取組の効果

「地方創生回廊」の完備

訪日外国人旅行者の四国地域への誘
客を促進するためには、1枚のきっぷで広
域でかつ複数の交通モードが滞在期間中
利用できる共通乗車船券の企画・造成が
重要。
JR四国ほか、四国内の鉄道が乗り放題

となる「ALL SHIKOKU Rail Pass」を
2012年より販売。近年売上が急伸して
いるが、より利用者にとって使いやすいきっ
ぷを目指す必要。

※現在企画乗車船券造成
に向けて検討中

国の補助制度の活用等も
周知しつつ、訪日外国人
旅行者が利用しやすい企
画乗車船券の造成・拡充
を促進を図る。

【－】

交通対策WG

○訪日外国人旅行者の四国地域への誘客を促進するためには、1枚のきっぷで広域でかつ複数の交通モードが利用できる共通乗車船券
の企画・造成が重要。

○近年売り上げが急伸している「ALL SHIKOKU Rail Pass」のさらなる拡充を図るほか、地域限定の新たな企画乗車船券を造成する。

1,297
5,899

9,706

18,47
6

0

10,000

20,000

2012年度 2014年度 2015年度 2016年度

「ALL SHIKOKU Rail Pass」売上推移
販売開始5年間で約14倍に！

16
国土交通省
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四国運輸局

課題 取組の方法
地域：四国全域

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【四国ブロック】外国人旅行者の乗合バス利用円滑化に係る取組

今後の取組方針

○ 外国人旅行者のバスによる移動の円滑化を
図るため、四国管内の乗合バス会社の運行情
報（会社、路線・運行系統、停留所、バス種
別情報）を多言語化し、NAVITIME社、ジョ
ルダン社へ提供。

○ 特にNAVITIME社では、自社の乗換検索ア
プリ「NAVITIME for Japan Travel」 にお
けるバス停の多言語表記対応を、8月17日よ
り全国に先駆けて四国地域から開始。

○ 四国4県の主なバス路線の停留所5000カ所
を、英語・中国語（繁体字・簡体字）・韓国
語の4カ国語で対応。

取組の効果

公共交通利用環境の革新

〇 外国人旅行者の増加に伴い旅行形態も団体ツアーからＦＩＴへと移行している傾向がある。今後、さらに増加するであろうＦＩＴ
の移動環境を整備する上でも二次交通の整備は急務となっている。

〇 地方部において二次交通として主要な役割を果たす乗合路線バスの運行情報を多言語化し、外国人旅行者の移動の円滑化
を図る。

外国人旅行者の増加に伴い旅行形
態も団体ツアーからＦＩＴへと移行し
ている傾向がある。今後、さらに増
加するであろうＦＩＴの移動環境を整
備する上でも二次交通の整備は急
務となっている。

NAVITIME for Japan Travel（韓
国語での検索結果）

Japan Transit Planner
（ジョルダン社、英語での検索結果）

月間閲覧者数：10万人
累計100万ＤＬ
（ナビタイム）

引き続き活用促進を図るた
め、広報・周知に取り組む

基本受入環境ＷＧ

【－】 17交通対策WG

国土交通省
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四国運輸局

課題 取組の方法
地域：四国全域

概要

観光ビジョン掲載施策 2020年までのＫＰＩ

連携する省庁

【四国ブロック】交通系ICカードの相互利用の推進に係る取組

今後の取組方針

○高松琴平電気鉄道において、全国相互利用可
能な交通系ICカードである10カードをIruCaエリア
でも利用可能（片利用）とするシステム改修を、
2018年春の運用開始を目指して現在実施中。

○本取組については、国の補助制度を活用している
ほか、香川県や沿線3市4町も支援。訪日外国
人旅行者をはじめとする観光客や地域外からのビ
ジネスを始め、地域内在住の他エリアカード所有
者の利便性向上も図る。

取組の効果

公共交通利用環境の革新

訪日外国人旅行者により広域な周
遊を、特にいわゆる「ゴールデンルート」
以外の地域を周遊してもらうために
は、1枚のカードで全国の交通手段を
カバーすることが可能となる交通系IC
カード相互利用環境の整備・普及が
重要。
四国地域においては交通系ICカー

ドの整備・普及が遅れており、対応が
急務。

※現在システム改修中

国の補助制度の活用等も周
知しつつ、カードの「片利用
化」を含めた交通系ICカード
の相互利用の促進を図る。

【－】

交通対策WG

○訪日外国人旅行者により広域な周遊を、特にいわゆる「ゴールデンルート」以外の地域を周遊してもらうためには、1枚のカードで全国の
交通手段をカバーすることが可能となる交通系ICカード相互利用環境の整備・普及が重要。

○既に導入している地域独自の交通系ICカードにおける「10カードの片利用」 化に向けた取組を進める。

10カード（全国10エリアで相互利用可能）
…Suica、ICOCA、nimoca 等
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