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県民共有の財産である石鎚山の自然環境を保持し、そのすばらしさを全国に発信し続け

るため、山頂近くに環境配慮型トイレを整備しました。また、整備後の維持管理体制、地

元自治体や山岳関係団体等との役割分担、受益者負担の体制づくりなど諸問題の解決に取

り組みました。 
○事業概要 

設置場所は主要登山道が合流する「二の鎖下右側用地」、処理方式は、全国で実績のある

「土壌処理方式」とし、緊急時の避難場所にも活用できる休憩所を併設しました。25 年度

から設計及び敷地造成工事に着手し 26 年 11 月に供用開始しました。 
○石鎚山クリーンアップ協議会の設立 

地元市町、県、森林管理署、山岳団体や観光団体等関係者で構成する標記協議会を設立

し、トイレ整備後の維持管理体制を整えた他、受益者負担としてのチップ制や応援団制度

の導入を図りました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然環境の保全と利用促進の両立を図る有効な手段であるエコツーリズムの定着を目指

し、さらなる情報発信強化とエコツアーの本格的な旅行商品化を推進するため、県、地元

市町、自然保護団体、旅行業者、商工・観光団体等を構成員とする「石鎚山系エコツーリ

ズム推進協議会」を平成 25 年 5 月に設立し様々な取組みを行いました。 
○石鎚山系エコツアー商品造成ワークショップ「旅づくり塾」の開催 

エコツアー商品造成のため、協議会会員や宿泊事業者等を参加者とするワークショッ

プ「旅づくり塾」を開催し、滞在型エコツアープラン４コースを造成したほか、プロモ

ーション案の検討を行いました。 
○石鎚山系エコツアー滞在プランのＰＲ及び集客 

協議会会員企業がツアー及び宿泊プランを造成するとともに、大手旅行情報誌の会員

向けメールマガジンによる情報発信等のプロモーション活動を実施しました。 

石鎚山トイレ整備事業 

石鎚山系でのエコツーリズムの推進 

石鎚山公衆トイレ休憩所落成式 石鎚山公衆トイレ休憩所設置場所 




