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No.1
Ⅰ 人材の育成

No.2
Ⅰ 人材の育成

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

観光まちづくりの取組を促すための住民グループを対象にしたセミナー開催や着地型旅行エージェントを含む観光関係事業者の人材
育成に取り組んでおり、引き続き観光事業者等に対して、経営や実務に関する研修やアドバイザー派遣を行うことにより、観光事業者

の経営力強化を図る。

取　組　内　容

県
・ポストいやし博に向け、住民グループ等に継続的に観光まちづくりの取組みを促すセミナーを開催した。

　（観光まちづくり人材研修セミナー（南予観光パワーアップ推進事業）

ねらい

観光事業者等に対して、経営や実務に関する研修やアドバイザー派遣を行うことにより、観光事業者の経営力強化を
行う。

事業実績

市町
・四国中央市ビジネスセミナー（四国中央市、（独）中小企業基盤整備機構四国支部）

・観光協会独立支援事業（西予市）　　など

実施者

民間
・集団で4，5回講演会。30名～40名。個別で経営アドバイザー派遣を依頼して実施。（内子町商工会）

・旅行部門を創設し、着地型観光振興に着手。周遊するプランを造成し販売。販売実績が上がり経営が安定。（NPO法人
ProjectA.Y.（内子町））　　など

事業実績

・おもてなし人材研修事業（今治地方観光協会）

・ホスピタリティ向上（オーベルジュ内子、松乃屋、道の駅フレッシュパークからりレストラン）
・地域訓練コンソーシアム事業（ポリテクセンター愛媛）

　ポリテクセンター愛媛のほか、県等の行政、労働団体、経済団体及び有識者の参画のもと、おもてなしの心がこもった
人材育成を図るための職業訓練カリキュラムを開発し、職業訓練に着手した。

実施者 取　組　内　容

県

市町

・外国人受入・接遇等研修会の開催（松山市、愛媛県観光物産協会、松山商工会議所と共同）
　愛媛県観光物産協会、松山市、松山商工会議所と共同で、観光関係従事者を対象とした外国語（英語、韓国語、中国
語）での接遇研修会（観光国際化講座）を開催した。

　○英語：平成26年8月～9月(25名)、韓国語：27年1月～2月(45名)、中国語：26年10月～11月(21名)
　○各言語とも、異文化セミナー１回及び語学講座５回、計６回

・着地型商品企画・造成事業、東平産業遺産観光案内事業（新居浜市）

・観光対応支援員雇用事業（久万高原町）
・陶街道ボランティア事業（砥部町）
・心を通い合わせるため内子の家族として迎える事業（内子町）

・うかい船頭等関係者研修（大洲市）
・森の国グリーンツーリズムクラブ育成事業（松野町）　　　など

ねらい

これまでのホスピタリティの充実に関する取り組みは、主に啓発活動が中心であった。今後、観光振興を図る上で
は、さらなるホスピタリティの充実と向上が不可欠である。そこで、より具体的に、目に見える形で施策を展開して
いく。

平成２６年度観光振興施策実施状況報告書（個票）

①ホスピタリティの充実と向上

（１）

施策名

観光に携わる人材の育成

施策名 ②経営能力の向上

民間

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

ホスピタリティの向上施策は、市町・民間における取組みが進んでおり、望ましい形となっている。県では、観光事業者の声を聞きなが
ら、えひめファンの増加につながるような実効性のある事業を展開していく。

（１） 観光に携わる人材の育成
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No.3
Ⅰ 人材の育成

No.4
Ⅰ 人材の育成

県や一部の市町においては、ボランティア通訳ガイドの育成に力を入れているものの、全県下での取組みが今後の課題であるため、

取組みの促進と資質向上を図っていく。

ねらい

県民の力を最も観光振興に役立てることのできる観光ガイドの育成を図る。

事業実績

・研修会の開催（愛媛県観光物産協会）

・愛媛県石鎚山系エコツーリズム推進事業（愛媛県石鎚山系エコツーリズム推進協議会）

・観光ボランティアガイド育成事業（四国中央市観光協会）

・新居浜観光ガイド（新居浜観光ガイドの会）

・観光ボランティアガイド養成事業（今治地方観光協会）

・上島町エコツーリズム推進事業（上島町観光協会）

・観光ボランティアガイド事業（松山観光コンベンション協会）

・陶街道ボランティア育成事業（砥部町観光協会）

・観光ガイド育成事業（株式会社フォレストキャニオン）　　など

実施者 取　組　内　容

県

施策名

取　組　内　容

県
・外国語ボランティアガイドスキルアップ研修事業

　県内で活動している外国語ボランティアガイドが、在県外国人向けバスツアーに同行し、通訳案内士が行う外国人への

ガイド状況を見聞するとともに、外国人への観光案内を実体験し、外国語での観光ガイド技術のスキルアップを図った。

ねらい

①ボランティア通訳ガイド育成支援

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

市町

民間

 ・南予の魅力である町歩きに欠かせない住民グループ町並みガイドの人材の育成・交流、相互誘客協力を図る交流会を

開催した。

 第１回ガイド交流会（平成26年11月14日、内子町、大洲市を対象に実施）

 第２回ガイド交流会（平成27年2月3日、西予市宇和町、宇和島市を対象に実施）

・東予管内の高校生、県内の大学生を対象に、江戸時代から操業された別子銅山における近代化や環境問題への取り

組み等の歴史的意義、プレゼンテーションの技法について学習する講座を実施し、適性審査に合格した者をＪｒマイスター

として認定した。認定後は観光ガイドやＳＮＳ等を活用した情報発信に取り組んでいる。（認定者数：H24年度12名、H25年

度32名、H26年度26名）

・観光おもてなし対策事業（松山市、松山商工会議所、愛媛県観光物産協会、松山コンベンション協会）

・四国西予ジオパーク構想事業（西予市）

・観光ガイドの育成（内子町）

・四国西予ジオパーク推進事業（西予市）　　など

県・市町・民間いずれも有料・無料のガイドの育成に力を入れており、引き続き資質向上を図っていく。

観光振興の最前線で活躍している観光ボランティアガイドの方々に対する、語学対応の支援は、これまでも行ってき
たが、今後の外国人観光客の増加に対応するためには、それらの対応をより強化していくとともに、大学等と連携
し、海外留学生と協力する体制整備を図っていく必要がある。

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

（１） 観光に携わる人材の育成

施策名 ③観光ガイドの育成

事業実績

（２） 国際観光案内人の育成

市町
・ドイツ語講座事業（内子町）

　ドイツ語に親しみ、学習して将来ガイドを養成する。ドイツからの観光客に案内できる人材を育成する。　など

実施者

民間

・交流ボランティアのための語学講座（松山国際交流協会）

　前期、後期に分けて受講者を募集し、地域での交流やボランティア活動等に市民の外国語能力を活かすことができるよ

うにするための語学講座（いずれも、ネイティブを相手に観光施設での現地実習あり）を開催している。受講者には、語学

ボランティアガイドに登録してもらい、外国人観光客等の要望に応じて観光地の案内を行う。
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No.5
Ⅰ 人材の育成

No.6
Ⅰ 人材の育成

施策名 ①小中学校での学習の推進

（３） 観光に関する理解と関心の醸成

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

観光の視点から体験学習に取り組む事例が増えてきており、地域への理解促進の観点からも、今後も引き続いて観光学習を進めて
いく。

ねらい

小中学校においては、これまでも様々な形で地域学習が行われてきた。これをさらに推し進め、観光という視点で地
域を見ることで、より一層地域への理解が深まり、将来の観光振興にも大きな力となることが期待できる。

事業実績

市町

・小学生「うかい」体験事業
　鵜匠による「うかい教室」の授業を開催し、鵜への餌やり体験を実施した。また、屋形船にて川下りをしながら案内人によ
る肱川や市の観光について説明を行った。（大洲市）

・四国西予ジオパーク推進事業
　学校や現地に赴き小中学生に、ジオパークについて出前講座を行った。（全25講座）（西予市）

・観光振興ＰＲ事業
　中学校生徒による「地域調査学習」に出向き、町の観光への取り組みや特産品等を紹介し、町の観光や特産品等に関
する知識や理解を深めた。（鬼北町）　　など

実施者

県 ―

民間

・観光施設における職場体験
　体験学習の一環として、観光施設で小中学生を受け入れ、管理や接客を実体験してもらう。また施設管理者と意見交換

などを行い、観光施設が果たしている役割や重要性を説明した。（四国中央市㈱やまびこ）
・とっておきの新居浜検定事業

取　組　内　容

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

・語学研修会の実施【再掲】

・外国人受入・接遇等研修会の開催【再掲】

実施者

外国人観光客の増加に対応するべく語学教育の取組みが進んでいるが、特に東アジアをはじめとした外国人観光客の増加を図るた
めには、観光関連事業従事者の語学能力の向上は必要不可欠であることから、今後とも、語学教育の支援を強化していく。

施策名

・外国人受入・接遇等研修会の開催（松山市、愛媛県観光物産協会、松山商工会議所と共同）
　愛媛県観光物産協会、松山市、松山商工会議所と共同で、観光関係従事者を対象とした外国語（英語、韓国語、中国
語）での接遇研修会（観光国際化講座）を開催した。

　○英語：平成26年8月～9月(25名)、韓国語：27年1月～2月(45名)、中国語：26年10月～11月(21名)
　○各言語とも、異文化セミナー１回及び語学講座５回、計６回

・ドイツ語に親しみ、学習して将来ガイドを養成する。ドイツからの観光客に案内できる人材を育成する。（内子町）
・外国人受入・接遇等研修会の開催【再掲】

（２） 国際観光案内人の育成

②観光関連事業従事者に対する語学教育の支援

ねらい

観光関連事業従事者への語学対応の支援は、観光協会主催のセミナー等で行ってきたが、今後の外国人観光客の増加
に対応するためには、それらの対応をより強化していく必要がある。

事業実績

民間

取　組　内　容

県

市町
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No.7
Ⅰ 人材の育成

No.8
Ⅱ 誘客機能の強化

（１） 情報発信力の強化

施策名

県

・ＩＴを活用した観光情報発信事業

・インターネット観光情報発信事業

・えひめ吟行推進事業

・ＳＮＳを活用した近代化産業遺産の情報発信（ゼロ予算事業）

・インターネット情報の充実（ちゅうよ観光ナビ、商工観光室ＦＢ）

・フェイスブックを活用した情報発信の強化

取　組　内　容

事業実績

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

様々なＩＣＴを活用して情報発信を行っており、引き続き内容の充実と更新に努める。

市町

・ＨＰを運営し、地域の観光資源やイベント、郷土料理などについて情報提供を行った。（全市町）

・ツイッターを活用した観光情報発信事業（伊予市　外）

・早期に観光アプリを導入し積極的に情報発信することにより、その話題性を高め、認知度の向上と新たな接触機会を得

るため、モバイル環境を活用したスマートフォン及びタブレット端末等に対応した宇和島市の観光アプリを開発。なお、今

後想定される南海大地震等での避難活動を支援する防災媒体として、有事･緊急時での避難ナビ機能も併せて導入し、

観光客だけでなく市民にも広く使用される防災アプリとしての機能も搭載。　　　　　　　　　　　　　　　　など

実施者

①インターネット情報の充実

ねらい

インターネットを活用した情報発信は、常に新しい情報を求める観光客の希求に応えるツールとして、重要な役割を
担っている。愛媛県の観光ＨＰである「いよ観ネット」を愛媛観光の情報発信ツールの「核」として捉え、タイム
リーな質の高い情報提供ができるツールも取り入れて充実を図っていく。

民間

・インターネットでの観光・交通・宿泊・イベント等の情報提供に加え、コンベンション施設や支援内容、物産品の紹介、ネッ

トショップの開設等を行った。（各市町観光協会　外）

・フェイスブックを活用した観光情報発信（松山観光コンベンション協会、八幡浜市観光協会　外）

・携帯電話の電子クーポンを利用した道の駅の共同情報発信事業（松野町観光公社）

・新居浜市を旅行者の視点で広く情報発信していただくことを目的に、個人ブロガーを募集し、新居浜を旅した感想をご自

身のブログで紹介してもらう。（新居浜市観光協会）

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

県はもとより、市町において、住民向けの情報発信を積極的に実施しており、今後とも、県民あげておもてなしに取り組んでいただける

よう、観光に関する理解と関心の醸成に努める。

（３） 観光に関する理解と関心の醸成

施策名 ②観光振興に関する情報周知

事業実績

・「いまばり博士検定」（今治商工会議所）

・観光情報等の発信（東温市商工会議所）　　など

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

・県観光振興基本計画の周知（県ＨＰ）

・県民向け情報発信（県ＨＰ、広報誌など）

・南予観光情報発信促進事業（ＤＶＤ、ＷＥＢによる情報発信）

・四国西予ジオパーク推進事業（西予市）

・町中、小さな観光協会事業（内子町）

・町民と協働のまちづくり展開事業（伊方町）

・森の国観光ＰＲ事業（松野町）　　など

ねらい

地域の人々に観光振興の重要性を理解してもらい、高い関心を持って観光客におもてなしを行ってもらうため、新た
な観光振興に関する情報周知を行う。
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No.9
Ⅱ 誘客機能の強化

No.10
Ⅱ 誘客機能の強化

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

国内外へのトップセールスに積極的に取り組んでいるところであり、引き続き、県・市町で連携しながら効果的なトップセールスを実施

していく。

・２６年度においては、千葉・東京・大阪をはじめとし、各地で開催された物産展等において鬼北町の観光・特産品について
ＰＲを行った。町特産品の短期的売上が向上したことはもちろんのこと、長期的な売り上げにもつながり地域経済の活性
化に努めた。また、会場に設置のステージ等で「鬼のまちづくり」についてＰＲを行った。（鬼北町）　　　など

実施者

民間 －

取　組　内　容

県

・知事や副知事が海外を訪問し、松山空港国際線を使った旅行商品造成の働きかけや本県観光地などのＰＲを行ったほ
か、愛媛－台湾間の国際チャーター便増便に向けて関係機関等へ要請を行った。

　　台湾トップセールス：26年5月30日～6月1日（上甲副知事）、8月28日～30日（上甲副知事）、
　　10月12日～13日（長谷川副知事）、12月10日～12日（知事）
　　韓国トップセールス：27年1月29日（知事）

・愛媛県観光・物産PRイベント「愛のくに 愛顔のえひめフェスティバル」の開催
（来場者：約8.5万人）

　　　開催日：11月7日（金）～9日（日）、場所：有楽町駅前広場
　　　出演：古田敦也さん、みきゃん、バリィさん（伊予観光大使）ほか

ねらい

全国の自治体が観光振興に力を入れており、地域間の競争は激化してきている。こうした中、自治体トップが率先し
て、県内の観光をアピールしていくことはマスコミなどへの露出度も大きく効果的な手段となる。県でも、首都圏等
を中心に積極的なアピール活動を繰り広げているが、引き続き効果的なトップセールスを拡充していく。

事業実績

市町

施策名 ③トップセールスの拡充

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

メディアの効果的な活用や観光大使制度による情報発信に努めており、今後も、マスメディア及び観光大使制度の有効活用を図って

いく。

（１） 情報発信力の強化

事業実績

・愛媛県西予ジオパークの紹介等（愛媛県観光物産協会）
・ＣＡＴＶ四国中央市ＰＲ事業（四国中央テレビ）　　　など

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

・首都圏・近畿圏でのパブリシティ活動推進
　（ＰＲ活動の企画、プレスリリース資料の作成、メディアへの資料配布・説明等）

　取材への対応（メディア取材活動経費、取材等活動支援費）
　ＰＲ冊子（パブリシティ活動等で配布する愛媛の魅力を紹介した小冊子）（広報広聴課）

・松山市広報誌「広報まつやま」へ南予9市町の観光情報を年6回（5月、7月、8月、10月、11月、2月号）掲載。
・南予地域への誘客と特産品の販売を促進するため、「愛顔のえひめ みかん人倶楽部」参加施設を対象にした「南予周
遊キャンペーン スタンプラリー」を、スマートフォンアプリと紙媒体で実施した。

・平成26年11月から平成27年3月まで、丸の内エリアと表参道エリアで、レストランやカフェ等の飲食店舗で旬の愛媛県産
食材を使ったメニューをリレー的に展開。丸の内の新丸ビルではレストランフロア全体で3月にえひめメニューの提供やＰ

Ｒイベントを実施し、集中的な情報発信を行った。（ブランド戦略課）
・伊予観光大使制度運営事業
　新規委嘱（平成26年度）・・・6名、懇談会の開催・・・平成27年3月10日（火） ／ サイクリング観光振興方策等について意

見交換
・大手旅行雑誌や大手アウトドア総合メーカーの会報等に記事を掲載し情報発信した。

　全国紙への記事掲載やラジオ（関西エリア）でのスポットＣＭにより情報発信した。（自然保護課）　　　など

・まちづくり応援大使事業

　女優竹下景子氏、写真家関口照生氏の両名をまちづくり応援大使に委嘱し、内子のＰＲに協力いただいた。（内子町）
・松野町魅力発信事業、ＦＭ電波を活用した情報発信支援事業（松野町）　　　など

ねらい

インターネットによる情報発信が盛んになった今日でも、旅行雑誌やテレビといったマスメディアは、観光客を動か
す大きな力を持っていることから、マスメディアを有効に活用し、多角的な情報発信を図っていく。また、観光大使
制度により、国内外に幅広く観光情報を発信する。

（１） 情報発信力の強化

施策名 ②マスメディア等の有効活用



10 

 

 

No.11
Ⅱ 誘客機能の強化

No.12
Ⅱ 誘客機能の強化

市町

民間

・観光・物産フェア、ゆるキャライベント等への「みきゃん」等の着ぐるみの派遣・ＰＲ活動
・えひめ南予観光PRキャラクター「にゃんよ」について、他者による使用禁止・権利化防止の観点から、名称・図形につい

て商標登録し、キャラクターとしての有効活用を図った。　　　　など

・鬼北町の頭文字鬼をモチーフにした「きほくん」、鬼北町の特産品きじをモチーフにした「きじの助」２体を貸し出し専用と

して新たに製作し、町内外を問わずあらゆる要請に対応。これまで対応しきれなかった、民間企業、一般からの多種多様
な貸し出し要望に対応できたことで、鬼北町の認知度向上に努めれた。（鬼北町）　　　など

ねらい

愛媛の良さを内外にアピールしていくためには、その象徴となるようなキャラクターを設定することが必要と考えら
れる。キャラクターの設定に際しては、県内外から広くアイディアを募集し、「愛媛らしさ」をアピールする。

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

県・市町・民間での新たなキャラクターによる情報発信の取組みが進んでおり、引き続き、「みきゃん」などイメージアップキャラクター

の露出を高め、県・市町の知名度向上に努める。

（１） 情報発信力の強化

施策名 ④知名度向上のためのイメージキャラクターの設定

事業実績

・ゆるキャラとして人気のある「バリィさん」を観光大使に任命し、当市の知名度をアップさせた。（今治地方観光協会）

・松山マドンナ大使を委嘱し、各種イベント等に派遣しＰＲを実施した。（松山観光コンベンション協会）　など

実施者 取　組　内　容

県

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

「瀬戸内しまのわ2014」をはじめ、イベント・キャンペーンは各団体が積極的に実施しており、今後も効果的なイベント・キャンペーンを
企画・実施していく。

市町

・石鎚山登頂証明書交付事業（西条市）

・ＪＲ四国観光列車受入事業（大洲市）
・宇和島道路全線開通プレイベント、宇和島食の祭典～明日への道しるべ～（宇和島市）

・森の国スカベンジャーハント（松野町）

・特産品販売強化事業（鬼北町）
・愛南町スイーツプロジェクト事業（愛南町）　　　など

実施者

民間 ・鉄道歴史パークを西条市の観光拠点と位置付け、観光交流センターにて物産販売を開始した。（西条市観光協会）など

（１） 情報発信力の強化

施策名

県

・瀬戸内しまのわ２０１４実施事業費

　　開催時期：平成２６年（２０１４年）３月２１日（金・祝）～１０月２６日（日）
　　開催場所：広島県・愛媛県の島しょ部及び臨海部
　　イベント数：418（目標100以上）

　　来場者数：対前年増加数2,119,267人（目標80万人）　※総来場者数5,882,654人
・愛媛県観光・物産PRイベント「愛のくに 愛顔のえひめフェスティバル」の開催（来場者：約8.5万人）
　　　開催日：11月7日（金）～9日（日）場所：有楽町駅前広場、出演：古田敦也さん、みきゃん、バリィさん（伊予観光大使）

ほか
・愛媛県の物産や観光をＰＲするため、パンフレット配布、ＤＶＤ放映、ポスター展示、ミニ・ステージイベント等を実施した。

（名古屋桜通りカフェ、観光物産協会との連携で福岡及び広島、㈱愛媛銀行との連携で池袋駅内等）
・旅南予協議会職員により大手旅行会社等に対して営業活動を実施した。
　　四国観光商談会（10/28東京　11/17大阪）に参加。

　　幡多広域観光協議会と連携し、九州（大分県、宮崎県）営業活動（7/24～26）を実施。
　　福岡営業活動（10/18～20）を実施。

　　道後温泉宿泊事業者向け説明会（4/24、8/25）を実施。
　　道後温泉関係者向け南予視察ツアー（1/15）を実施。　（旅南予協議会）
・大阪でのプロモーション活動を行った。（自然保護課）　　　など

取　組　内　容

事業実績

⑤観光振興イベント･キャンペーンの充実

ねらい

観光振興イベントや観光キャンペーンは、大きな集客効果が期待できる。全国各地で観光イベント・キャンペーンが
開催されているため、テーマやターゲットを絞った取り組みで「愛媛らしさ」をアピールしていく。
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No.13
Ⅱ 誘客機能の強化

No.14
Ⅱ 誘客機能の強化

民間
・外国客船「カレドニアンスカイ」、「ミネルバ」の寄港にあわせ太鼓演奏や牛鬼の練りなどで歓迎。市民ボランティアによる

英語での案内など外国人観光客へ向け宇和島の魅力を発信した。（宇和島市観光協会）

東アジア（中国・韓国・台湾）を主なターゲットとしつつ、訪日熱が高まっている東南アジア（インドネシア・シンガポール）等からの誘客
促進に取り組んでおり、引き続き、国や近隣県、市町など多様な主体との連携により、キャンペーンを展開していく。

市町 －

実施者 取　組　内　容

県

・愛媛県観光ウェブサイト「いよ観ネット」において英語、韓国語、中国語（簡体字・繁体字）で情報発信、観光情報の提供
を行っている。

・四国各県や県内自治体等と共同で、海外の旅行エージェント等を対象とする観光情報説明会や商談会を開催・参加し、
情報提供等を行った。　　　　など

ねらい

本県は温泉、文化、自然、食等優れた地域資源を有していることから、都市部では享受できない遍路文化で培われた
「おもてなしの心」から連想させる“癒し”を、海外に対しインパクトのある表現として、本県インバウンドの主要
テーマに位置付けるなど、本県の「強み」を前面に打ち出すとともに、情報発信力の強化等により、認知度の向上を
図る取り組みを進める。

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

事業実績

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

県外では、東京アンテナショップ、大阪事務所のほか、名古屋市内の民間施設にも展示販売スペースを開設し、情報発信に努めると

ともに、県内においては、松山市内中心部に観光物産情報発信拠点を設置している。今後さらに、展示内容の拡充など、情報発信拠
点の充実・強化を図っていく。

（２） 国際観光の推進

施策名 ①癒しの郷“愛媛”ウェルカムキャンペーンの展開

（１） 情報発信力の強化

施策名 ⑥情報発信拠点の充実・強化

民間

・東京アンテナショップ、大阪事務所、名古屋市内の民間施設を拠点に、首都圏、関西及び中部での本県の観光や物産
に関する情報提供を行った。

・えひめ愛顔の観光物産館にて、県内各市町の観光パンフレット等の配布や観光ビデオにより来場者に本県観光情報を
発信した。

・南予地域における道の駅等の来館者を増やし、リピーターを確保することを目的に、効果的な情報発信の方法や自転車
によるまちづくり等を題材とした各種講座を開催したほか、講師指導のもと売り場の改善やきさいや広場における販促イベ
ントを実施し、道の駅等のブラシュアップを図った。

・アウトドアスポーツの詳細情報、特典が付与されるクーポン、イベント、キャンプ場やグリーンツーリズムなどの宿泊情報
等がセットになったアウトドア総合パンフレットを作成し、県内の主要なスポーツ店、アウトドア事業者、観光施設、県内と

高知県の道の駅等へ配布するとともに、首都圏の旅行者等への売込みにも活用した。　　など

・市町内に設けた観光物産拠点で情報発信を行った。（四国中央市、西条市、西予市、内子町　外）　　　など

ねらい

事業実績

・施設内に観光案内情報センターを設置。市内の観光情報を提供すると共に、対話による案内や紹介もしている（㈱やま

びこ（四国中央））　　　など

実施者 取　組　内　容

県

市町

観光地に関する情報や、観光客が購入する本県の特産品等に関する情報発信拠点となる施設を県内外において充実・
強化することにより、本県を訪れる観光客の利便性を高めるとともに、本県のイメージアップ、県産品のＰＲ及び販
売促進を図る。なお、県内における物産観光情報発信拠点は、本県への入口であり多くの観光客を集めている松山市
において機能強化を図る方向で検討を進め、県内市町の特産品等を幅広く展示・販売することにより、県下各地域へ
の観光・物産両面での波及効果を高めるよう努める。
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No.15
Ⅱ 誘客機能の強化

No.16
Ⅱ 誘客機能の強化

事業実績

ねらい

外国人観光客に対する県内特産物の周知を図るとともに、快適に買い物ができるよう、商業施設側における外国語表
記や接遇対応を促進するほか、簡易な決済手段や両替ができる施設等を掲載したガイドブック等の充実を図る。

（２） 国際観光の推進

施策名 ②外国人観光客の買い物環境の整備

・高島屋の店舗紹介のほか、パスポート提示でくるりんが無料乗車できるサービスを案内した英語・簡体字・繁体字の多

言語パンフレットを作成した。（伊予鉄高島屋）

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

・外国人受入・接遇等研修会の開催（松山市、愛媛県観光物産協会、松山商工会議所と共同）【再掲】

　愛媛県観光物産協会、松山市、松山商工会議所と共同で、観光関係従事者を対象とした外国語（英語、韓国語、中国

語）での接遇研修会（観光国際化講座）を開催した。

　○英語：平成26年8月～9月(25名)、韓国語：27年1月～2月(45名)、中国語：26年10月～11月(21名)

　○各言語とも、異文化セミナー１回及び語学講座５回、計６回

・免税制度説明会を松山商工会議所と連携し実施　　　※免税店営業(旬彩館H26.10、観光物産館H27.4）

－

東アジア（中国・韓国・台湾）を主なターゲットとしつつ、訪日熱が高まっている東南アジア（インドネシア・シンガポール）にも対象を拡大

して積極的に交流を促進しており、今後とも、インバウンド施策に力を入れていく。

市町 ・松山市と台北市が友好交流協定を調印したほか、台湾との観光交流の促進を図った。（松山市、西条市ほか）

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

実施者 取　組　内　容

県

・台湾との観光交流の促進

　関係市町と連携しながら、台湾政府、台北市、台湾航空会社、旅行会社等の関係機関に対してプロモーションを実施す

るとともに、旅行博への出展やメディアでの観光地紹介等により知名度向上を図った。

また、台湾とのチャーター便の運航促進に係る助成等を行った。台湾におけるプロモーション活動：26年5月(2回)、6月、8

月(2回)、10月、12月、27年2月

・松山空港国際線の利用促進

　中国・韓国からの観光客を誘致するため、インバウンド・モニターツアー（団体旅行への県内交通手段の助成など）や増

加傾向にある韓国個人旅行者向けの助成を実施するほか、航空会社に対しては、安定運航やより利便性の高いスケ

ジュールへの変更などについて要請を行った。

・韓国人旅行者専用無料送迎バスの運行

　松山空港ソウル便の運航（毎週火・金・日曜）にあわせ、松山空港－一番町－道後温泉－奥道後間を往復する無料シャ

トルバスを運行した。

民間
・台湾日月潭・瀬戸内しまなみ海道自転車道姉妹協定を調停（瀬戸内しまなみ海道振興協議会）

・国際交流事業として台湾において観光キャンペーン及び物産ＰＲ事業を開催したほか、市政府関係等の招聘などを実施

した。（松山観光コンベンション協会）

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

外国人観光客の増加に対応するため、今後、更なる受入環境の整備が課題であることから、引き続き、外国語接遇研修に取り組むと

ともに、改正された外国人旅行者向け消費税免税制度に係る説明会を実施するなど、計画的に取り組んでいく。

現在、松山空港とソウル、上海とは国際定期航路で結ばれているが、外国人利用者数が少ないのが現状である。今
後、国際定期航路を持つメリットを生かし、ソウル、上海便の外国人利用者数の増加を目指す。また、松山空港と同
じ名を持つ台湾“松山空港”とのチャーター便就航を目指す県内の取組みと連携し、台湾との観光交流の推進を図
る。

事業実績

ねらい

施策名 ③東アジアをターゲットとした交流推進

（２） 国際観光の推進
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No.17
Ⅱ 誘客機能の強化

No.18
Ⅱ 誘客機能の強化

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

瀬戸内海の観光振興を図るため、平成２６年度の「瀬戸内しまのわ２０１４」の開催に続き、広島県などとの連携の強化に取り組む。

取　組　内　容

県

・ 瀬戸内しまのわ２０１４実施事業

　観光ブランド力の向上や観光客誘致促進を図るため、広島県及び関係市町等と連携して「瀬戸内しまのわ2014」を開催

した。

・瀬戸内ブランド推進協議会

　瀬戸内7県が連携して「瀬戸内ブランド推進協議会」を設立し、瀬戸内ブランドの確立方策、瀬戸内プロモーションや広域

連携事業等の実施を通じて、瀬戸内の魅力を広く情報発信した。

ねらい

瀬戸内海という稀有な観光資源を最大限活用するためには、航路のある九州も含めて、瀬戸内圏域での連携は欠かすことができ

ない。特に、新幹線で移動する観光客を誘致するため、広島県との連携は重要であり、観光客のニーズを汲み取ったルート形成

を行う。また、九州新幹線の全線開業により、九州への入込客の増加が予想されることから、この観光客を誘客するため、航路

を活用したルート形成も行う。

事業実績

市町

・共同で、観光パンフレット、サイクリングマップを作成し、イベントの共催を行ったり、連携して観光情報の発信を行った。

（今治市、上島町）

・航路のパッケージ化や、バスの航送料も組み込んだ格安のクルーズフェリープランの設定など船旅の利便性を向上さ

せるとともに、大手８社による集中送客キャンペーンや新たな修学旅行、団体旅行の誘致を、また、個人型旅行者向けとし

て、新幹線と航路を組合せ、京阪神より通常の半額程度の価格で瀬戸内エリアを周遊できる「松山・広島割引きっぷ」を実

現した。インバウンド向けとしては、新ゴールデンルートなど国策としての期待を受ける中、広島市と合同で昨年11月より

「外国人向け航路割引サービス」を実施している他、この度、関西国際空港、福岡空港を起点に瀬戸内エリアを5日間にわ

たって、新幹線や航路、しまなみ海道のバス、四国内の特急などを　自由に乗り降りできる「西遊紀行プロジェクト」が始

動した。（松山市）

・広島方面へ２月９日、１０日、市観光物産協会会長、東温市観光大使（坊ちゃん劇場役者2名）、東温市観光物産協会、

東温市職員と共にキャラバンを実施。（東温市）

実施者

民間 －

（３） 広域連携の推進

施策名 ①四国内の連携強化

・四国西南地域観光連絡協議会事業

　高知・愛媛両県の関係団体（14団体）が相互連携し、ホームページ「四国西南の旅」のほか、おすすめ観光＆ドライブ

コースや宿泊施設リスト、割引クーポンを掲載したパンフレットを作成・配布し、四国西南地域の情報発信に努めた。

・四国ツーリズム創造機構事業

民間

・ミュージカル「げんない」香川出張公演

　公演に合わせた東温市観光キャンペーンを、東温市観光物産協会と連携して実施。（坊っちゃん劇場）

・奥伊予街道七駅物語事業

　共同での集客事業（グルメラリー、ＦＭラジオ番組放送）、道の駅をめぐるドライブルートの整備（㈱共立メンテナンス（虹

の森公園））

県

市町

（３） 広域連携の推進

施策名 ②瀬戸内圏域等の連携強化

ねらい

地域の魅力向上のため、四国ツーリズム創造機構や四国の他県との連携を強化し、より効果的な情報発信等に取り組
む。

事業実績

実施者 取　組　内　容

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

・四国まんなか交流事業

　香川県観音寺市と徳島県三好市と共同し、観光資源を生かした観光マップを作成したほか、相互の観光交流人口拡大

を狙うため、それぞれの市で開催される観光イベントのツアーの企画・実施などを行った。（四国中央市）

・四国四市観光誘致促進協議会事業

　共同観光キャンペーンの実施や観光誘致活動に係る相互支援、観光情報の交換及び発信等を行った。（松山市）

など

四国ツーリズム創造機構をはじめ、多様な連携による取組みを進めており、引き続き、四国内の連携を強化して広域観光を推進する。
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No.19
Ⅱ 誘客機能の強化

No.20
Ⅱ 誘客機能の強化

県

民間

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

ねらい

本県に到着した後、宿泊地や観光地へ向かうため、また県外の観光地から県内へ周遊するための二次交通を充実させ、旅行者の

利便性の向上を図る。また、一般旅行者だけでなく、教育旅行等の団体旅行にも対応できる二次交通の充実を行う。

県
・韓国人旅行者専用無料送迎バスの運行

　松山空港ソウル便の運航（毎週火・金・日曜）にあわせ、松山空港－一番町－道後温泉－奥道後間を往復する無料シャ

トルバスを運航した。

国内外からの誘客に当たって二次交通の整備は大きな課題であり、今後とも、観光客の利便性を向上させるため、事業者の協力を得

ながら二次交通の充実を図っていく。

・愛媛県等と連携し（協議会）、しまなみサイクルトレインを春期、秋期に運行した。また当該トレインを旅行商品として運行

するため、ワープ松山支店へ業務委託し、幅広い旅行商品造成につなげている。（今治市）

四国観光立県推進愛媛協議会を中心に、県・市町が観光振興施策の情報共有とイベント等での連携を図った。今後も、県・市町が緊

密に連携して各種施策を実施していく。

施策名 ④二次交通の利便性の向上

民間
・JR新居浜駅と太鼓祭りかきくらべ会場（山根グラウンド）間で無料シャトルバスの運行を行った。（新居浜市太鼓祭り推

進委員会）

・タクシープランの実施、販売。（坊っちゃん劇場）

取　組　内　容

（３） 広域連携の推進

施策名 ③県内市町との連携強化

市町

・旅行商品造成支援事業

　旅行商品の企画等を行っている業者への委託により、県内着地型旅行商品を開発し、大手旅行会社等のパンフレット等

に掲載を働きかけた。また、県内各市町の担当者等を対象に旅行商品開発支援検討会を開催した。

・四国観光立県推進愛媛協議会

　官民連携のもと、①誘客促進事業、②宣伝活動事業、③受入態勢事業に取り組み、本県への誘客促進を行った。

・旅南予協議会事業

　官民連携のもと、①南予道の駅　魅力・発信力強化事業、②南予町歩きパワーアップ事業、③南予町歩き観光マップ作

成事業、④南予地域住民グループ等連携促進事業、⑤南予アウトドアスポーツ魅力発信事業、⑥南予地域観光情報発

信事業、⑥南予キャンペーン活動（南予９市町、民間団体等）に取り組んだ。

・東予まるごと山の魅力ブランド推進事業

　山の魅力でおもてなしチームの設置運営（山の魅力を活用した観光振興方策の検討、ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸの開設運営）

　東予まるごと山の魅力ブランド化の推進　（山の魅力に関する地域資源の調査発掘、総合Webサイトの開設運営、新た

な山岳観光モデルコースの開発等）

　東予に連なる山のファンの創出（初心者等山や自然に興味があり、潜在的に東予の山のファンになり得る入込客層等を

対象とした入門講座開催。）

・東予の誇れる産業遺産（たから）活用促進事業

　第一次、第二次、第三次産業等に係る東予管内の産業遺産について、活用可能性の観点から調査し、現況や地域にお

ける認知度、活用状況、保存・学習活動などについてデータベース化するとともに、これをもとに、市町や企業、学識経験

者等の意見をふまえ、東予地域での産業遺産活用計画を作成した。　　　など

・重信川リバーサイクリングロード活用プロジェクト（東温市）

・えひめ町並みミュージアム構想推進協議会事業（西予市、大洲市、内子町）

・四国西南サミット広域観光推進事業（宇和島市、西予市、八幡浜市、大洲市、愛南町、鬼北町、松野町、内子町、高知３

市２町村）　　　など

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

ねらい

本県の観光地を訪れた方に、他の地域の観光地を訪問してもらうため、県内市町が連携し、魅力ある広域観光ルートの開発に取

り組む。また、地域の偉人や伝承などに光を当て、観光ルートに物語性を持たせることにより、より一層の魅力向上に努める。

事業実績

・県内の観光物産振興団体が相互に連携し、観光・物産情報の発信力強化、観光入込客の増加、県産品の販売・販路拡

大等に「チーム愛媛」として取り組むため、県内２４団体で構成する「愛媛県観光物産振興連携協議会」を開催した。（愛媛

県観光物産協会）　　　など

実施者 取　組　内　容

実施者

（３）

事業実績

広域連携の推進

市町
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No.21
Ⅲ 観光資源の魅力向上

No.22
Ⅲ 観光資源の魅力向上

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

旅の大きな要素である「食」を切り口に様々な取組みを行っているが、今後とも、「食」を観光振興の重要テーマとし、民間とも連携しな
がら、開発や情報発信に取り組んでいく。

取　組　内　容

県

・南予地域ご当地グルメ情報発信事業

・里山里海グルメ情報発信事業
・ご当地グルメによる観光まちづくり支援事業
・えひめの農林水産物販売拡大サポート事業

ねらい

本県の海・山の豊富な食材や、ご当地グルメを活用した「食」を切り口とした誘客活動を行う。

事業実績

市町

・ご当地グルメでまちおこしの祭典B-1グランプリへの出展事業（今治市）

・伊豫國「あじの郷」づくり事業（伊予市）
・内子の食開発事業（内子町）
・予土うまいもの合戦（松野町）

・農産物生産販売施設の育成強化(鬼北町）

実施者

民間

・内子ワインを核とした観光連携強化推進事業（愛媛県観光集客力向上支援事業）（企業組合内子ワイナリー、内子町商

工会、愛媛県）

・瀬戸のまつやま「海ごはん」MAP（松山観光コンベンション協会）
・愛媛及び東温市ならではの「食」の提供及び開発（㈱レスパスコーポレーション）
・内子和スイーツコンテスト（内子青年農業者協議会）

（１） 観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ①物語性のある観光資源づくり

・第一次、第二次、第三次産業等に係る東予管内の産業遺産について、活用可能性の観点から調査し、現況や地域にお

ける認知度、活用状況、保存・学習活動などについてデータベース化するとともに、これをもとに、市町や企業、学識経験
者等の意見をふまえ、東予地域での産業遺産活用計画を作成。（再掲）

・9月に県が町歩きマップ1万5千部を作成、配布。また、市町と連携し、町歩きマップを活用した町歩きキーワードラリーを
実施した。　　　　　など

ねらい

観光客により深い印象を与え、観光地を再訪してもらうためには、観光地に物語があることが重要な要素となる。そ
のため観光地の歴史や成り立ちに注目し、物語性のある観光資源づくりに取り組む。

事業実績

・肱川あらし予報会による専用のホームページを設けて、肱川あらしの予報を行った。また、肱川あらしを体験するモニ
ターツアーを実施した。（肱川あらし予報会）

（１） 観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ②愛媛ならではの「食」の提供・開発

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

・興味を喚起し、地域ブランドの認知向上も視野に入れた形で、肱川あらしの特徴、発生メカニズム・予想方法等を盛り込
んだガイドブック・ＤＶＤ（2,000セット）を作成した。また、中高生でも読むことが出来る内容に仕立て、郷土愛の醸成に繋げ
る。（大洲市）

・25年度に製作した模型をもとに5ｍのモニュメントを「道の駅三角ぼうし」に設置し、町のＰＲ（「鬼のまちづくり」）はもとより
誘客の増加を図った。鬼のモニュメントに関連するグッズ（絵本、食品等）を作成し、設置個所である「道の駅三角ぼうし」

の販売所内で販売した。（鬼北町）

市町と連携して各地の歴史や文化の磨き上げに取り組んでいるが、今後更に県下各地で物語性のある資源づくりを進め、着地型旅行
商品の造成なども行いながら、大手旅行会社への売込みや情報発信に努める。
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No.23
Ⅲ 観光資源の魅力向上

No.24
Ⅲ 観光資源の魅力向上

実施者

（１）

事業実績

観光資源の発掘・魅力向上

市町

（１） 観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ③「ニューツーリズム」の推進

市町

・ニューツーリズムの推進

　　ヘルスツーリズムなどニューツーリズムを推進するため、関係市町との連絡会議を開催した。

・石鎚山系エコツーリズム推進事業

　本事業を推進するため、①大阪でのプロモーション活動、②大手旅行雑誌や大手アウトドア総合メーカーの会報等への

記事掲載、③全国紙への記事掲載やラジオ（関西エリア）でのスポットＣＭによる情報発信、⑤エコツアーガイドの育成の

ための講習会の開催、⑥着地型エコツアーパンフレットの作成に取り組んだ。

・グリーンツーリズム推進事業

　四国4県が一体となって情報発信やマーケティング調査に取組むとともに、愛媛県グリーン・ツーリズム推進協議会を通

じて、人材育成、情報発信、交流イベント等を実施したほか、地域協議会の広域連携・自立化を支援するための助成を実

施した。　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

・具定展望台の夜景活用事業（四国中央市）

・ヘルスツーリズム推進事業（上島町、西予市）

・グリーンツーリズム推進事業（西条市、内子町、松野町、鬼北町）

・上島町エコツーリズム推進事業（西条市、東温市）

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

ねらい

近年、これまでの物見遊山的な観光の枠を超えて、テーマ性の強い観光が増えている。健康志向の高まりに伴い注目されている

ヘルスツーリズム、豊かな自然の基で行われるグリーンツーリズム、自然環境へ配慮したエコツーリズムなど様々なニューツー

リズムが生まれている。このニューツーリズムを活用して、新たな観光客の誘客を図る。特に、南予地域における農家民宿など

の宿泊施設の有効活用を図り、グリーンツーリズムを推進する。

事業実績

・塩塚高原山焼きバスツアー（㈱やまびこ）

実施者 取　組　内　容

県

民間

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

ねらい

近年、修学旅行をはじめとした学校教育において、体験教育型の観光が重要視されている。本県の豊かな自然と伝統文化を最大

限に活用し、本県独自のプログラムとして整備していく。

県

・修学旅行誘致推進事業

　県・市町等で構成する修学旅行誘致検討会を開催し、被災地学校修学旅行の成果を踏まえて検討を進めている学校交

流のメニュー化の進捗状況を報告。今後も修学旅行誘致検討を開催するとともに、学校交流のメニュー化等を進め、旅

行会社及び学校関係者に対して誘致活動を行う。

・海外からの体験教育型観光の誘致

　台湾からの修学旅行誘致を図るため、四国４県観光協会等が連携し、中高校校長等の教育関係者を対象とした現地説

明会（１回）及び四国視察ツアーを実施した。本県視察においては、道後温泉見学、しまなみの急流体験、今治民泊視察

等をメニューにし、他にはない愛媛（四国）の魅力や教育旅行としての効果をアピールした。また、2月5日～6日にかけて、

現地でプロモーション活動を実施した。

今後も引き続き、市町と連携して本県ならではの体験プログラムを開発していく。

・修学旅行誘致促進事業（松山市）

　「本物の体験」「将来に生きる体験」をテーマに、教育旅行を通じて「感動」「教訓」、そして、「最高の思い出」を与えられる

独自のメニュー作りを進め、学校の教育的課題や生徒のニーズに応じて選択できるメニュー作りを進めている。松山が提

供するメニューは他地域との差別化を図り、教育的視点から地域の資源を磨き上げたものであり、多様なメニューから学

校の教育的課題や生徒のニーズに応じて選択できる。

・企業研修旅行誘致促進事業（松山市）

　研修旅行や報奨旅行などでプログラムを活用していただくため、人材育成などを専門とする団体が発行する媒体や団

体旅行向けパンフレット、首都圏エリアの商工会議所を通じた広告にてＰＲを実施するとともに、旅行会社等への説明会

や営業活動を実施した。

・修学旅行誘致推進（内子町）

　内子手しごとの会の会員による伝統技術を体験メニューとして開発し、生徒を受け入れながらプログラムを構築した。

本県の豊かな自然を生かしたグリーンツーリズム、エコツーリズム等については、その充実に努めているが、今後とも、情報発信と旅

行商品化を進める必要がある。また、ヘルスツーリズム等についても関係市町と連携し取り組む。

施策名 ④体験教育型観光プログラムの作成

民間
・体験学習教室等の実施（石鎚ふれあいの里）

　石鎚山系におけるエコツアーの開発、石鎚ふれあいの里の周辺の自然を利用した体験学習教室、ツアー等を開発し、そ

れを実践。現在、「野草を食べる」「魚・昆虫観察会」「こんにゃくづくり」「草木染め」等様々な教室を実施。

取　組　内　容
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No.25
Ⅲ 観光資源の魅力向上

No.26
Ⅲ 観光資源の魅力向上

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

県内各地域で取組みが進んできたが、引き続き、県下全域での着地型旅行商品造成の支援を行うとともに、着地型旅行エージェント

の育成に努める。

取　組　内　容

県

・旅行商品造成支援事業

　旅行商品の企画等を行っている業者への委託により、県内の着地型旅行商品を開発し、大手旅行会社等のパンフレット

等に掲載を働きかけた。旅行商品開発支援検討会を開催し、県内各市町の担当者等を対象に旅行商品開発支援検討会

を開催した。

・南予体験・観光プログラムブラッシュアップ支援事業（旅南予協議会）

〇旅行商品検討会の開催

〇旅南予協議会PRESENTS旅行商品の造成・販売（年間約20本）と結果分析

ねらい

これまでの旅行商品は、「発地型」といわれ、都市部の旅行会社が商品を企画･開発してきたが、近年の旅行者嗜好の
多様化等により、受入側である各地域がプランニングする「着地型」旅行が注目されている。この「着地型」旅行
は、交流人口の拡大をもたらし、地域の活性化に大きく寄与することから、着地型旅行商品の造成や販路拡大に向け
た支援を行うことなどにより、着地型旅行エージェントの育成を図る。

事業実績

市町

・着地型旅行商品企画・造成事業（新居浜市、久万高原町）

・西予市旅行商品化促進事業（西予市）

　業務委託により、重要伝統的建造物群保存地区「卯之町の町並み」を周遊する「お散歩卯之町」及び、「卯之町の町並

み散策と屋形船クルーズ」の販売。

実施者

民間

・ＬＣＣを活用した誘客事業（坊っちゃん劇場）

　市内観光資源へのオプショナルツアーを実施。

・着地型旅行振興事業（ＮＰＯ法人ＰｒｏｊｅｃｔＡ．Ｙ．）

　官民が一体となって、観光資源を発掘してコンテンツとし、地元の協力を得てプログラム化。旅行商品にして告知、販促

して誘客につなげた。

・宇和島市観光協会『宇和島諸島巡り』誘致活動（宇和島市観光協会）

　高松・高知・松山より１１本３０２名の募集を得た

（１） 観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ⑤フィルム・コミッション機能の強化

・えひめロケーション誘致推進事業

　ホームページや問い合わせ対応により県内のロケ候補地情報を発信し、ロケ誘致に努めるとともに、実際にロケに訪れ

ることとなった場合には、ロケ地の使用許可などについて支援を行った。

ねらい

本県を舞台としたり、ロケ地としたりする映画やテレビドラマは、全国・世界に愛媛を発信する絶好の機会となる。平成21年

から3年にわたって放送されたNHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」は、本県に大きな集客効果をもたらした。こうした映画

やテレビドラマに関する情報提供やロケーションを誘致する機能の充実・強化を図っていく。

事業実績

・フィルムコミッション推進事業（今治地方観光協会）

　行政、民間企業者、住民（エキストラ）に至るまでの理解を深め、地域一体となってものづくりに取り組む。今年度は、映

画「ボクは坊さん。」、ドラマ「Nのために」などに協力をした。

・舞台の映像化（愛媛ＣＡＴＶ）

　愛媛ＣＡＴＶは２０１３年、坊っちゃん劇場のミュージカル「奇想天外☆歌舞音曲劇　げんない」を映画化した。優秀なデジ

タルコンテンツ制作者に贈られる「デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー’１４／第２０回記念ＡＭＤアワード」を受賞した。

（１） 観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ⑥着地型旅行商品の造成等の支援

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

・映画「書道ガールズ！」関連事業（四国中央市）

　映画「書道ガールズ！」のロケ地誘致に自治体トップの市長が全面的後方支援をセールス。また、モデルとなった書道

パフォーマンス甲子園と連携し、特産品や観光イベントをＰＲした。

２６年度は、映画「ボクは坊さん。」、テレビドラマ「Ｎのために」などのロケ支援実績があり、引き続き効果の高いロケの誘致に取り組ん

でいく。
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No.27
Ⅲ 観光資源の魅力向上

地域資源を活用したメニュー開発等を進めているところであり、引き続き、県観光振興アドバイザーの助言も得ながら、観光客のニー

ズを捉えた体験型観光メニューの開発支援を行っていく。

（１） 観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ⑦体験型観光メニューの開発等の支援

市町

・観光アドバイザー活用事業（南予観光パワーアップ推進事業）

　地域密着型旅行エージェントの育成・機能強化支援、観光体験メニュー等を提供する住民グループ等の活動支援、観

光商品開発の指導・助言など、各分野における専門家をアドバイザーとして活用した。

・南予地域住民グループ等連携促進事業

　観光ボランティアガイド団体と地元生産者による連携、大洲と内子の地域を超えた昔の遊び連携、内子の素材を生かし

た体験型手作り市とグリーンツーリズムの連携　等

・しまなみグリーンツーリズム協会事業（上島町）

　上島町に訪れて、普段は体験できない農林漁家を楽しんでもらい、ふれ合いの場を提供できるよう、観光ＰＲと合わせて

情報提供を行なった。

・ホリディ イン カヌーの観光事業化（大洲市）

　観光事業化に向けて、うかいの時期と同じ6月から9月までの間、観光客を対象（申込制）として、大洲城下にてカヌー体

験を実施した。また、同時期に事業を進める上で、必要な指導者の確保・養成も行った。

・内子グリーンツーリズムにおける体験開発支援事業（内子町）

　宿泊施設での体験メニューや宿を起点とした体験周遊コースの試みなどにより、宿に泊まるだけの楽しみから隙間時間

を充実させ、満足度を上げリピーターにつなげた。

・滑床アウトドアセンター（松野町）

　滑床アウトドアセンターを設置し、資源を活かしたアウトドア体験を一括して受け付ける窓口、及び告知などをする協働し

た体制を構築し、滑床渓谷のアウトドア体験の底上げをして、松野町全体の産業振興に寄与した。

・グリーン・ツーリズムの推進（鬼北町）

　学識経験者による体験メニューの開発及びブラッシュアップを行うとともに、各種研修への参加や先進地視察の実施に

より、実践者等のレベルアップを図り、また他市町推進協議会との交流を行った。また、料理研究家による講演会を実施し

「食」を中心とした地域の魅力向上を図るとともに、農家民宿開業支援やＨＰ、パンフレットを活用した体験メニュー等の情

報発信を行った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

ねらい

魅力ある着地型旅行商品を造成するためには、そのコンテンツとなる独自性のある体験型観光メニューが不可欠であ
る。このため、市町等とも連携して、住民グループ等が取り組む観光資源の発掘やメニュー開発、既存メニューのブ
ラッシュアップや活動内容等の情報発信などを通じて、地域に密着した魅力的な体験型観光メニューの充実を図る。

事業実績

実施者 取　組　内　容

県

民間

・観劇と組み合わせたメニューの開発・販売（㈱レスパスコーポレーション）

　観劇と「コミュニケーション力ＵＰのワークショップ」をセットにした賞品の販売。観劇と終演後のバックステージツアーを

セットにした賞品の販売。

・とうおんまちづくり型観光推進事業（東温市観光物産協会）

　平成24年度に愛媛大学、東温市観光物産協会、東温市が連携して作成したガイドマップを元に、体験型モニターツアー

を年間6回開催した。

・宇和島圏域・四万十流域アウトドアスポーツ連携促進事業

　緊急雇用事業により担い手となる中核団体・人材の育成・交流、新メニューの開発、南予アウトドアのPRイベントを開催

した。

　「滑床アウトドアフェス2014」（4/26.27）の開催

　宇和島圏域・四万十流域アウトドア人材交流会を開催（1/23 講師　屋久島野外活動総合センター（Ynac　ワイナック）代
表取締役　松本毅氏　参加者約30名）

　レンタサイクルの利用活性化策「四万十サイクリングの休日」を実施。

など
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No.28
Ⅲ 観光資源の魅力向上

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

ねらい

環境保護や健康意識の高まりによって、手軽で環境にやさしい自転車が注目されている。県内には、自転車道を備え
た「瀬戸内しまなみ海道」があり、世界の自転車愛好者憧れのルートとなっている。このしまなみ海道地域を中心と
して、県内各地で自転車を活用した観光の振興を図っていく。

県

・しまなみ海道・国際的サイクリング大会実施事業

　開催日時　平成２６年１０月２５日（土）：前日受付、ＥＸＰＯ、レセプション

　　　　　　　　平成２６年１０月２６日（日）：サイクリング大会

　参加者数　申込者数８，０２９名、当日出走者数７，２８１名

・サイクリングガイド養成事業

　県内の中上級サイクリストを対象に、サイクリングガイドに必要な技術と知識を有する講師の指導による自転車実走講

習と自転車観光に関する講義を実施した。

・ポタリングサイト運営事業

　しまなみ海道をはじめ、愛媛マルゴト自転車道サイクリングコースを動画やマップで紹介するとともに、サイクリストや県

民がおすすめスポットや写真等を投稿できる参加型のウェブサイト及びスマートフォンアプリを運営した。

・しまなみサイクリング等のＰＲ

　26年10月26日のサイクリングしまなみに合わせて海外メディアや旅行エージェントを招請し、大会や沿線の観光地を広

告宣伝を実施した。また、海外旅行展への出展や旅行会社へのプロモーション等を通じて、瀬戸内しまなみ海道等での

サイクリングのＰＲを行った。

・サイクリングモデルツアー推進事業

　台湾をはじめとした海外からのサイクリングツアーの誘致を推進するため、自転車運搬用トラック借上げ代、メンテナン

ススタッフ経費を助成した。平成26年度実績…9団（215名）

・サイクリングプロデューサー等人材育成事業

　国道１９６号（松山～今治）を中心にサイクリストの休憩施設「サイクルオアシス」を整備するとともに、国道１９６号沿いの

マップ製作、瀬戸内しまなみ海道での荷物運搬サービスを実施した。

・宿泊施設向けサイクリスト受入れ講座の開催（旅南予協議会）

　増加するサイクリストに南予ならではの自然や食、おもてなしの文化等を体感してもらえる滞在型観光につなげることを

目的に、サイクリストに必要な設備や喜ばれるサービス等、サイクリスト受入れのためのノウハウ等を題材とした宿泊施設

向けサイクリスト受入れ講座を実施した。

・愛媛マルゴト自転車道「森の国サイクリング環境向上事業」（虹の森公園まつのと共同）

　愛媛・高知両県の四万十川流域の観光交流施設と連携したサイクリング環境を整備し、松野町が設定しているモデル

コースを活用したサイクリングイベントを開催するとともに、サイクリング環境のPRを図った 。

・サイクリング拠点・コース整備事業

　東温市のレスパスシティにサイクリング拠点をおき、レンタサイクルのプラットフォームやコースの整備を行った。また、

サイクリングマップの作成や情報誌への掲載により情報を発信をした。

平成２６年度に国際的サイクリング大会「サイクリングしまなみ」が開催されたしまなみ海道を中心に、自転車を活用した観光振興に積

極的に取り組んでおり、今後も県下全域でのサイクリングコースの整備やサイクリングマップ作成に取り組む。

・姉妹自転車道協定（上島町）

　台湾サイクリスト協会と協定の締結。（しまなみ海道振興協議会）

・石鎚山ヒルクライム開催事業（久万高原町）

　自転車ヒルクライム競技の開催(走行距離22.1km、うち競技計測区間18.4km)

　開催日時　平成26年8月30日(日)　　9時00分～12時20分

　出走者数　661人

・四国西予ジオライド

　８月１７日（日）に、オレンジ輪道の西予市部分を使用した、サイクリングイベントを実施した。サイクリングマップ作成、サ

イクリング看板を設置。

・予土県境地域連携事業（鬼北町）

　愛媛県と高知県の予土県境地域（宇和島市・松野町・鬼北町・四万十市・四万十町）にある高速道路の南端を繋ぐ国道

３８１号等でサイクリングイベント「四万十・南予横断２リバービューライド」を開催し、四国や全国から、多くのサイクリスト

をお迎えし、その魅力を存分に体感してもらうためのイベントを開催。

施策名 ⑧自転車観光の振興

民間
・四万十サイクリングの休日　宇和島圏域・四万十流域アウトドアスポーツ連携促進事業

　サイクルトレイン四万十号の運行に併せて、レンタサイクルとサイクルトレインを組み合わせたコースを設定し、初心者で

も気軽に自転車観光が楽しめる『四万十サイクリングの休日』を実施した。

取　組　内　容実施者

（１）

事業実績

観光資源の発掘・魅力向上

市町
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No.29
Ⅲ 観光資源の魅力向上

No.30
Ⅲ 観光資源の魅力向上

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

景観整備にも活用できる支援制度を新たに創設し、民間での取組みを促進しているところであるが、観光客の満足度向上を図るため

に、景観整備は重要な要素であることから、今後とも、市町・民間と連携して、効果的な景観整備を進めていく。

取　組　内　容

県
・愛媛県観光集客力向上支援事業

　景観整備にも活用できる支援制度により、民間での取組を促進した。

ねらい

本県には古い街並みを残す地域や美しい自然が残る地域がたくさんある。この資源を活用し、地域住民の意識統一を
図りつつ統一感のある街並み整備を進めることで、「行ってみたい街」というイメージを高める。

事業実績

市町

・岩城積善山トイレ整備事業（上島町）

　弓削松原海水浴場・岩城西部海水浴場にシャワー棟を建設した。

・施設の整備の推進（鬼北町）

　町内有数の観光地である成川渓谷の施設をはじめ、町内の観光施設の整備・修繕を行った。

など

実施者

民間

・花満開プロジェクトみま（愛媛県観光集客力向上支援事業）

　「道の駅みま」周辺を西日本でも有数のコスモス畑にし、コスモスまつり開催時には「道の駅みま」をサテライト会場とし

て新たな賑わいを創出することで県内外の観光客を誘致した。

・西海地域展望地再生事業（愛南町観光協会）

　環境省ｸﾞﾘｰﾝﾜｰｶｰ事業を活用し、足摺宇和海国立公園宇和海地域内の西海地区において、展望を遮蔽、阻害している

木竹の伐採や枝払いを行い、本来の美しい展望を取り戻すことで、観光客の誘客促進、観光旅行リピーターの増加を図

る。

　

（１） 観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ⑨スポーツイベント・コンベンションの誘致促進

・コンベンション誘致事業

　松山市（(公財)松山観光コンベンション協会）をはじめ県内各市町と連携しながら、積極的な誘致活動を実施した。

・スポーツイベント誘致促進事業

　スポーツイベント誘致促進事業費補助金制度を創設し、スポーツイベント（スポーツ大会やスポーツ合宿等）の主催者等

に対して開催経費の一部を補助することによってこれらの誘致を図った。

ねらい

スポーツイベントやコンベンションを誘致することにより、これまで本県と縁のなかった人に直接本県をＰＲする機
会をつくり、本県のイメージアップ並びに観光振興及び地域活性化を図る。

事業実績

・コンベンション開催支援事業（愛媛県観光物産協会）

　　松山市（(公財)松山観光コンベンション協会）をはじめ県内各市町と連携しながら、積極的な誘致活動を実施するととも

に、愛媛県内での県外参加者の延べ宿泊者の人数が１００人以上の規模のコンベンションを誘致し、県外参加者の延べ

宿泊者数の区分に応じて助成金額をコンベンション開催者に対し助成した。

・コンベンション誘致・支援事業（松山観光コンベンション協会）

（１） 観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ⑩景観整備

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

・スポーツ合宿・スポーツイベントの誘致（四国中央市）

・愛媛マンダリンパイレーツ公式戦開催事業（上島町）

・西予市合宿誘致補助金交付事業（西予市）

・スポーツ文化合宿誘致事業（宇和島市）

・スポーツ合宿誘致事業（愛南町）

松山観光コンベンション協会とも連携してコンベンション誘致に取り組んだが、２４年度に創設したコンベンション開催助成制度を有効

に活用し、市町と連携しながら積極的に誘致していく。
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No.32
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ねらい

商店街には、その町の文化、歴史、産業等を反映しており、老舗店や地域独特の商品を置いている店など観光客が楽
しめる要素を持っている。そのため、観光客が歩いて楽しめる商店街づくりを目指し、観光イベントや情報発信を進
める。

県

・中心市街地・商店街活性化支援事業

　ロープウェー街の狸のイメージキャラクター「たんたん」を軸とした高校生の手づくり日曜市の開催や松山市千舟町通り

でフリーマーケット、お絵かきイベントを行う「お城下ホコ天パーク」の開催等、商店街に誘客を図る取組みに対して支援を

行った。

観光客が楽しめる商店街づくりの取組みが各地で進められており、今後とも、観光客が商店街に足を向けるような仕掛けづくりに取り

組んでいく。

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

実施者

取　組　内　容

県

観光資源の発掘・魅力向上

観光の主体となる民間企業等との連携に努めており、引き続き、観光集客力向上支援事業等により、民間企業と連携して、観光資源

の魅力向上に取り組んでいく。

（１）

施策名 ⑫観光客が歩いて楽しい商店街づくり

民間

・イルミネーション装飾事業（川之江栄町商店街）

・100円商店街で商店街を活性化（100円商店街実行委員会）

　取り扱っている商品で100円のものを作り、これを商店の入り口で販売することで、店舗の中まで入らせる効果があり、

毎回約3,000人を集客した。

取　組　内　容

事業実績

市町

・紙まつり（四国中央市）

毎年7月下旬頃、2日間にわたり「紙まつり」を商店街中心に開催。地場産業の紙にまつわる様々なイベントが開催される

ほか、バザーなどが催され、産業観光イベントとして四国中央市のPRに努めた。

・久万高原ひなまつり事業（久万高原町）

　町内以外よりひな人形の提供を募集し、6000体のひな人形を久万町商店街に展示。メイン展示場には、ひな人形2000

体を集積したピラミッドひな壇を「商工会倉庫・曙座」で展示。

（１） 観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ⑪民間企業等との連携強化

民間

ねらい

民間企業、ＮＰＯ等との連携を一層強化し、民間活力を活かした観光資源や宿泊施設の魅力向上を図る。また、観光
消費額を増加させるため、地域の特徴を活かした土産品の開発や魅力の向上に取り組む。

事業実績

市町

・観光物産館えぇ～もん屋の運営（川之江栄町商店街）

　商店街に観光物産拠点として観光物産館「ええ～もん屋」をオープン。四国中央市の観光情報を提供するほか、物産協

会会員による特産品などを販売し、観光・物産両面の魅力向上に努めている

・土産品開発事業（企業組合内子ツーリズム）

　どぶろく、どぶろく生キャラメル、まんじゅうなどを手がけ販売した。

・土産品開発事業（企業組合内子夢ワイン）

　大型観光バスやマイカーを受け入れて内子夢ワインの醸造行程を説明、ワインの無料試飲・販売を実施。毎年ワイン祭

りやヌーボー発表会を開催。

・愛媛みかんツーリズム推進事業

　楽天トラベル内特設ホームページの開設（平成26年4月28日～6月30日）

　県内外でのPR活動（26.11.7～9　愛のくに 愛顔のえひめフェスティバル（有楽町））

・愛媛県観光集客力向上支援事業

　地域資源を活用する新規の取組みを対象に募集を行い、有識者の審査のうえ支援を行った。

・ＪＲ四国観光列車受入事業（大洲市）【再掲】

　車内モニターでのＰＲ動画制作、車内にて記念品（特産品）のプレゼント、観光パンフレット配付、ＪＲ伊予大洲駅から肱

南地区までのエリアを対象とした、グルメ等クーポン付散策マップを作成し、配付を行った。

・安森ふれあいの里施設整備の推進（鬼北町）

　旧農家生活体験施設と安森洞そうめん流しの実施・運営を安森鍾乳洞保存会が行い誘客向上に努めている。またその

他にも、町内外の観光・物産展等では町内企業と共に参加するなど町内企業との連携を図っている。

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

実施者
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No.34
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総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

「みかん人倶楽部」の周知を図るとともに、県内で開催されるイベントと連携するなど、更なる充実化に取り組む。

取　組　内　容

県
・えひめファンづくり推進事業

　スマホを活用した観光パスポート「みかん人倶楽部」の運営

　参画施設募集、ポイント交換等新たな取り組みのための説明会の開催

ねらい

本県に来てもらった人に対して、もう一度本県に来たくなるような仕組みを県全体で構築していくことが必要であ
る。そのために、「えひめファン倶楽部」を創設し、ファン倶楽部の会員には「えひめパスポート」を発行するな
ど、旅行客がもう一度本県を選びたくなるような取り組みを進める。

事業実績

市町 ―

実施者

民間 ―

（１） 観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ⑬定期的な満足度調査の実施と公表

・26年１月～３月の調査を分析し、満足度の向上につなげた。

ねらい

「観光客満足度調査」の実施により、今後も実態把握に努め、満足度のさらなる向上を目指す。（「満足」の回答率
の目標値：９５％）

事業実績

―

施策名 ①「えひめファン倶楽部」の創設

（２） 観光関連施設のサービスの充実

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

・観光関連事業の推進（鬼北町）

　成川渓谷休養センターの宿泊利用者に、アンケートをもとに施設内の客室の改修を行った。

引き続き、観光客の満足度を把握しながら、満足度向上につながる各種施策を展開していく。
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No.36
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県

民間

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

ねらい

外国人観光客が観光地や街なかを歩く際に役立つ外国語パンフレットや案内表記、案内人等は英語を中心とした受入
態勢の整備が進められているが、近年増加している東アジア圏の言語には十分対応できていないのが現状である。特
に、今後の増加が確実視される中国、韓国、台湾など東アジアからの観光客に対応するパンフレットや案内表記を中
心に外国語表記等の充実を図る。

県
・観光案内所における外国語対応機能の強化・拡大

　道後温泉旅館協同組合の観光案内所には中国語・韓国語の対応が可能な職員（英語対応職員は設置済み）をそれぞ

れ設置し、交通や観光などについて外国語での対応を行った。

多言語表記を着実に進めているところであり、今後もニーズに応じた多言語化を進めていく。

・英語、中国語の観光パンフレットを作成した（四国中央市）

・市の観光パンフレット「ぶらり西条」については英語、中国語版が整備されていたが、新たに韓国語版を整備（西条市）

・観光地を効果的に周遊するための地図及びサインを整備し、市街地の地図2カ所、サイン8カ所を計画して24年度に整

備。英語と併記した。

　英語と韓国語のパンフレットをパスポートサイズ60ページで整備し、4カ国語（英語、韓国語、中国語の繁体語、簡体語）

でのまちあるきマップを整備し、英語の「うまいもんマップ」も整備した。（内子町）

・ハンディサイズ版観光パンフレット増刷（愛南町）

民間の協力を得てクーポン発行などのサービス提供を図っているが、手荷物配送システムなど民間での取組みが主体となることか

ら、引き続き、民間と連携して、各種サービスの充実について検討していく。

施策名 ①外国語表記等の充実

民間
松山空港、松山観光港、ＪＲ松山駅等で外国語表記に取り組んでいるほか、伊予鉄道では電車内表記についても多言語

化に取り組んだ。

取　組　内　容

（２） 観光関連施設のサービスの充実

施策名 ②県内宿泊客への特典サービスの充実

市町

・えひめファンづくり推進事業

　スマホを活用した観光パスポート「みかん人倶楽部」により、参加施設の特典を提供した。

・観光関連事業の推進（鬼北町）

　愛媛県消防協会やＪＡ年金友の会、旅南予協議会が発行する、クーポンに施設利用による特典サービスを設定すること

によって、施設への集客に努めている。

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

ねらい

宿泊客は、食事や買物等で県内経済に大きな波及効果をもたらすことから、宿泊客の利便性を高め、満足を感じても
らうことが大切である。そのために、手ぶらで観光できるシステムの実施やクーポン券の配布など、宿泊客へのサー
ビスの充実を図る。

事業実績

・赤ちゃんに優しい温泉地づくり（愛媛県観光集客力向上支援事業）

　「今治タオル」を活用し、赤ちゃん専用の寝装品等を商品開発することや情報発信イベントを行うことで、新しいマーケット

として赤ちゃんに優しい道後温泉を目指した。

・フリーペーパーによる地域情報誌発行（四国中央市内印刷業者）

ホテルや主要観光施設・交通機関などにクーポンつきのフリーペーパーによる地域情報誌を置き、民間事業者ならでは

の視点による地元の観光情報を提供すると共に飲食関係を中心に活用した。

実施者 取　組　内　容

実施者

（３）

事業実績

観光客にやさしいまちづくり

市町
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No.38
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総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

県内観光施設のバリアフリー情報の調査結果も踏まえながら、今後もバリアフリー化を促進し、観光客にやさしいまちづくりを進めて
いく。

取　組　内　容

県 ―

ねらい

高齢者や障害がある方にも気軽に観光を楽しんでいただけるように、バリアフリーに関する情報の収集・発信を行
い、観光地のバリアフリー化を進める。

事業実績

市町

・新谷菖蒲園歩道整備（大洲市）
　高齢者や障害者の方々により安全で楽しんでいただけるように、従来石張りであった菖蒲園の通路をコンクリート舗装に

した。

・具定展望台整備事業（四国中央市）

　トイレ施設を整備。多目的トイレを設置すると共に、男女のトイレも拡充工事を実施。

実施者

民間 ―

（３） 観光客にやさしいまちづくり

施策名 ②交通案内表示、誘導サインの改善･充実

・愛媛マルゴト自転車道のブルーライン整備
　愛媛県全域に設定した愛媛マルゴト自転車道（全26コース）において、ブルーのラインでルートを示したサイクリング案

内路面標示（ブルーライン）やコース案内板等の整備を進めているところであり、26年度も中・上級者コースで整備を行っ

た。

ねらい

高速道路の整備や通行料金の引き下げ等によって、自家用車やレンタカーでの観光が増えており、的確でわかりやす
い交通案内表示が求められている。また、有名観光施設だけでなく、近年注目を集める地域の観光資源への誘導も行
う。

事業実績

―

（３） 観光客にやさしいまちづくり

施策名 ③観光地のバリアフリー化

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

・各地に観光案内板や交通案内標識を改修し、スムーズな観光交通案内に務めた。（四国伊予市、新居浜市、西条市、
今治市、久万高原町、内子町、鬼北町）

必要なところからサインの改善・充実に取り組んでいるが、今後も市町と連携して、ニーズに応じた交通案内表示、誘導サインの整備
を進めていく。


