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No.1
ⅠⅠⅠⅠ 人材の育成人材の育成人材の育成人材の育成

No.2
ⅠⅠⅠⅠ 人材の育成人材の育成人材の育成人材の育成

民間
・観光ビジネス育成講座の開催により、「とうおんブランド」を活用した観光施策を研究した。（東温市地域雇用創
造協議会）
・経営アドバイザーによる観光施設の経営能力向上のための講演会を開催した。（内子町商工会）

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

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

・南予観光人材育成研修を実施（旅南予協議会）
　宿泊施設周辺の観光コンテンツを絡めた旅行商品を造成するとともに、宿泊施設を中心に掲載したパンフレッ
トを作成し、制作過程を通じて、継続的に観光商品を企画・広報できる人材を育成した。　（パンフレット作成部
数：２万部）

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
・南予観光人材育成研修を実施（旅南予協議会）【再掲】
・物づくりの企画・開発から販売までの基本的な流れを体系的に学ぶことを目的としたビジネス・セミナーを開催
した。（四国中央市）

実施者

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。

事業実績

・「ふるさとふれあい塾」
　　松山大学の特殊講座として開講。観光客をおもてなしの心を持ってお迎えするためのホスピタリティの向上を
図った。（松山商工会議所外）

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

・㈱観光ビジネスコンサルタンツから講師を迎え「おもてなしと観光ビジネス」講習会を開催した。（県観光協会委
託）

・タクシー乗務員を対象とした研修会を開催した。（松山市）
・四国運輸局からの講話や民間講師によるおもてなし研修会を開催した。（松山市）
・町並みガイドの会及び外国語ガイドの会による定例学習会によるおもてなし学習会を開催した。（内子町）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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２３年度観光振興施策実施状況報告書（個票）平成２３年度観光振興施策実施状況報告書（個票）平成２３年度観光振興施策実施状況報告書（個票）平成２３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）（１）（１）（１）

施策名

観光に携わる人材の育成観光に携わる人材の育成観光に携わる人材の育成観光に携わる人材の育成

（１）（１）（１）（１） 観光に携わる人材の育成観光に携わる人材の育成観光に携わる人材の育成観光に携わる人材の育成

施策名 ②経営能力の向上
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No.3
ⅠⅠⅠⅠ 人材の育成人材の育成人材の育成人材の育成

No.4
ⅠⅠⅠⅠ 人材の育成人材の育成人材の育成人材の育成

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

・新居浜検定及びボランティアガイド養成講座（新居浜商工会議所）
・「ふるさとふれあい塾」の中で、観光おもてなし対策事業を実施（松山商工会議所外）
・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）

実施者 取　組　内　容

県

施策名

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

・観光（ボランティア）ガイド及び四国観光達人を対象とした研修会を開催した。（県観光協会委託）
　　講演「私たちはよい旅演出人」

・伊予市観光ボランティア事業（伊予市）
・陶街道ボランティア育成事業（砥部町）
・西予観光達人育成事業（西予市）
・観光ガイド育成（内子町）　　　　　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。

市町

・英会話ガイドコース（西条市）
　一定以上の英語力のある市民を対象に、ＣＩＲ（国際交流員）が講師となり、市内の観光スポットを外国人に紹
介する10回コースの講座を開催した。
・外国人誘客事業（内子町）
　英語での表現方法などについて、愛媛大学から准教授を招き学習会を開催した。

実施者

民間 ・外国語ボランティアガイドのグループでは、行政等と連携してスキルアップを図っている。

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、通訳案内士の外国人
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。

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）（１）（１）（１） 観光に携わる人材の育成観光に携わる人材の育成観光に携わる人材の育成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）（２）（２）（２） 国際観光案内人の育成国際観光案内人の育成国際観光案内人の育成国際観光案内人の育成
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No.5
ⅠⅠⅠⅠ 人材の育成人材の育成人材の育成人材の育成

No.6
ⅠⅠⅠⅠ 人材の育成人材の育成人材の育成人材の育成

民間
・移動水族館（松野町観光公社）
　県内の小中学校で四万十川の魚をテーマにした移動水族館を実施。川や魚について飼育係が授業を行い理
解を深めた後、水族館で魚を見学する。Q&Aコーナーや漁具の解説も合わせて行った。

施策名 ①小中学校での学習の推進
（３）（３）（３）（３） 観光に関する理解と関心の醸成観光に関する理解と関心の醸成観光に関する理解と関心の醸成観光に関する理解と関心の醸成

取　組　内　容

・観光体験施設の紹介
　小中学校校長会等で県内及び四国の観光体験施設を取りまとめた冊子を配布し、体験学習、遠足等での利
用を要請した。

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。

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

・観光施設における職場体験（四国中央市）
　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とともに、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。
・観光おもてなし対策事業（まつやま観光キッズ）
　道後地区の小学生による観光客への挨拶・声掛けに加え、自分たちで作成したポストカードなどを配布するな
ど、自分たちの住む誇れる地域を知り・学んだ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

実施者

県

施策名

・語学研修会の実施（県国際観光テーマ地区推進協議会外）
　旅館従業員等観光従事者を対象とした外国語研修会（英語・韓国語・中国語）を開催し、外国人に対して基本
的な対応ができる能力の取得を支援した。

・外国人受入・接遇等研修会の開催（松山市外）
　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。

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

・訪日外国人接遇向上英語講座（道後温泉旅館協同組合）
　組合員を対象に接遇向上英語講座を開催した。

実施者

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

②観光関連事業従事者に対する語学教育の支援

民間

取　組　内　容

県

市町

（２）（２）（２）（２） 国際観光案内人の育成国際観光案内人の育成国際観光案内人の育成国際観光案内人の育成
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No.7
ⅠⅠⅠⅠ 人材の育成人材の育成人材の育成人材の育成

No.8
ⅡⅡⅡⅡ 誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化

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。

事業実績

・寛政の３博士と言われ郷土が輩出した偉人、尾藤二洲の足跡を辿るウォーキングを開催するほか、その人生
を描いた絵本を作成し、市内小・中学校の図書館に寄贈し、関心を深めた。（尾藤二洲顕彰会）

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

・県観光振興基本計画の周知
　各地方局で説明会を開催するとともに、県HP、県観光協会を通じて周知を図った。
・県民向け情報発信
　県HPや広報誌などにより、県の観光情報について発信した。
・南予観光情報発信促進事業
　南予の風物・観光資源について、南予観光PRキャラクター「にゃんよ」を活用したDVD等映像記録媒体やWeb
コンテンツを製作し、南予地域の情報発信を実施した。

・観光資源・文化財等の学習会開催（四国中央市）
　城や寺社仏閣、古墳、古民家、偉人にまつわる遺跡巡りのほか、観光施設・文化財などでの郷土の歴史など
の勉強会や講演会・説明会などを実施した。
・市町民向け情報発信事業（大洲市、伊方町、鬼北町　外）
　テレビCM、新聞広告、広報、市ホームページ等を活用し、観光情報や新たな観光振興の取組みなどの情報発
信を実施した。

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）（３）（３）（３） 観光に関する理解と関心の醸成観光に関する理解と関心の醸成観光に関する理解と関心の醸成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

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）

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）
・メールマガジンの発行（久万高原町、砥部町　外）
・ツイッターの活用（大洲市　外）

実施者

（１）（１）（１）（１） 情報発信力の強化情報発信力の強化情報発信力の強化情報発信力の強化

施策名

県
・愛媛県観光ＨＰ「いよ観ネット」の運営をはじめ、新たに県内の特産品や工芸品を紹介する「愛媛いいもの図
鑑」を製作したほか、スマートフォンの位置情報やコンパス機能を利用したアプリ「ＧＥＮ1000愛媛の観光情報」を
Layar上に製作し、情報発信に努めた。

取　組　内　容

事業実績
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No.9
ⅡⅡⅡⅡ 誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化

No.10
ⅡⅡⅡⅡ 誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化

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。

・旅行会社や交通事業者に対して、トップによる旅行商品の提案等を通じ、観光客の誘客を図った。（松山市
外）
・観光に大きな影響力を持つマスコミや各界著名人などに対して、トップが直接、観光・物産を売り込み、PRを
行った。（四国中央市）　　　　　　など

実施者

民間 －

取　組　内　容

県

・愛媛県観光・物産ＰＲイベント首都圏開催事業
　「愛のくに 愛顔のえひめ フェスティバル」を東京秋葉原で開催（11月13日）し、知事のトップセールスにより、愛
媛への観光誘客や県産品の振興を図った。
・海外旅行客誘致
　知事が、中国、台湾、韓国を訪問し、国際線の増便など利便性の向上や、台湾松山空港との間の国際チャー
ター便実現に向けた要請を行うなど、旅行客の誘致促進と現地での本県物産・観光のPR、友好交流などを図っ
た。
　台湾：11月3日～7日　　中国：1月16日～20日　　韓国：2月12日～14日

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

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）（１）（１）（１） 情報発信力の強化情報発信力の強化情報発信力の強化情報発信力の強化

施策名 ③トップセールスの拡充

事業実績

－

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

・首都圏パブリシティ活動推進事業（広報広聴課）
　パブリシティ活動を実施することでメディアを通じて本県の多彩な魅力を発信し、メディアとの人的ネットワーク
の構築及び本県の認知度の向上とイメージアップを図ったほか、観光情報誌や市町の広報誌、東予の主要企
業の社内誌などを活用した情報発信を行った。
・伊予観光大使制度により、愛媛ゆかりの著名人を通じた情報発信を行った。（友近氏、水樹奈々氏を新たに任
命）

・ふるさとアドバイザー制度（四国中央市）
・西条市生涯観光アドバイザーの設置（西条市）
・電波放送による地域情報発信事業（伊予市）
・愛南 愛あい大使の設置（愛南町）　　　　　　　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）（１）（１）（１） 情報発信力の強化情報発信力の強化情報発信力の強化情報発信力の強化

施策名 ②マスメディア等の有効活用
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No.11
ⅡⅡⅡⅡ 誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化

No.12
ⅡⅡⅡⅡ 誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化

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。

事業実績

・「バリィさん」をいまばり観光大使に任命した。（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）

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

・愛媛県イメージアップキャラクター及びキャッチフレーズロゴデザインの制作
　応募数702点の中から「みきゃん」を、194点の中からロゴデザインを採用。着ぐるみ３体もあわせて作製し、各
種イベントに参加した。
・えひめ南予観光PRキャラクター「にゃんよ」の活用
　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するとともに、「いやし博」の応援
隊長に任命するなど、キャラクターとしての有効活用を図った。

・八幡浜ちゃんぽんのキャラクター着ぐるみを作成してイベント時の集客力を高めるとともに、八幡浜ちゃんぽん
をきっかけにした観光物産情報の発信に努めた。（八幡浜市）
・宇和町出身の漫画家「樫本学ヴ」先生に依頼してキャラクターを作製し、内外の各種イベントに着ぐるみを出演
させ、市の知名度向上を図った。（西予市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

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、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）（１）（１）（１） 情報発信力の強化情報発信力の強化情報発信力の強化情報発信力の強化

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

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。

民間
・地域の食材や祭りを活用したイベントの実施を通して魅力の発信を行った。（四国中央市物産協会、上島町商
工会、伊予市観光協会　外）

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

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
・各地のイベントの開催を行うほか、キャラバン隊等を派遣して、市町外へも地域の魅力を発信した。（西条市、
今治市、上島町、伊予市　外）
・キャラバン隊や各都市でのキャンペーンによる観光ＰＲを実施した。（旅南予協議会）【再掲】

実施者

（１）（１）（１）（１） 情報発信力の強化情報発信力の強化情報発信力の強化情報発信力の強化

施策名

県

・「えひめ南予いやし博2012」の２４年度開催に向けて、プレイベントの実施や本番のコアイベント等の実施準備
を行うとともに、ポスター・チラシ等による広報宣伝や旅行商品の造成などの誘客促進に積極的に取り組んだ。
（県宇和島圏域観光振興イベント実行委員会）
・キャラバン隊や各都市でのキャンペーンによる観光ＰＲを実施した。（旅南予協議会）
・首都圏での「えひめカフェ」の実施などを通じて、本県の農林水産物のＰＲを行った。（ブランド戦略課）

取　組　内　容

事業実績
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No.13
ⅡⅡⅡⅡ 誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化

No.14
ⅡⅡⅡⅡ 誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化

取　組　内　容

県

・「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たほか、
国や近隣県と連携し、東アジアを始めとする新聞、雑誌、テレビ等のメディアを招請し、本県の観光資源を取材し
てもらい、海外での情報発信を行った。（実績　34社57名招請）
・中国地方５県や四国各県と共同で、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。
　　中国地方国際観光ビジネスフォーラム（中国地方５県＋愛媛県）を下関市で開催（23年10月）
　　韓国・台湾・中国で観光情報説明会・商談会を開催
　　四国インバウンドフェア（23年9月）　高知市で商談会を開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

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

民間 ・四国ツーリズム創造機構において、四国各県と連携して東アジアを中心に情報発信を行った。

東アジアを中心に海外からの誘客促進に積極的に取り組んでおり、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 ・県と連携して、東アジアを中心に情報発信を行った。（国際観光テーマ地区推進協議会等）

実施者

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。

（２）（２）（２）（２） 国際観光の推進国際観光の推進国際観光の推進国際観光の推進

施策名 ①癒しの郷"愛媛”ウェルカムキャンペーンの展開

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。

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や大阪事務所を拠点に情報発信に努めたが、２４年度は、名古屋にも拠点を開設するなど
一層の充実を図るとともに、県内においては、２４年度に、松山市内中心部に観光物産情報発信拠点を移し、観光客の利便
性の向上と物産販売の強化を図ることとした。

事業実績

・関西圏や首都圏の店舗・営業所において観光パンフレットやポスターの設置を通じてＰＲを行った。（霧の森）

実施者 取　組　内　容

県

市町

（１）（１）（１）（１） 情報発信力の強化情報発信力の強化情報発信力の強化情報発信力の強化

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や大阪事務所を拠点に、首都圏及び関西での本県の観光や物産に関する情報提供を
行った。
・県内における物産観光情報発信拠点については、松山市において機能強化を図るべく検討を進めた結果、２４
年度に松山市中心部に新たに開設することとした。

・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、内子町　外）

ねらい
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No.15
ⅡⅡⅡⅡ 誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化

No.16
ⅡⅡⅡⅡ 誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化

民間

・道後温泉と台北市・北投温泉の友好協定を結ぶにあたり北投温泉まつりの会場において、道後神輿のかき比
べや鉢合せを披露。また観光ブースも設け、松山のPRを行った。さらに、松山を訪れる台湾旅行者に対して記念
グッズなどの提供を行うほか、台湾のテレビ局による松山を題材にした旅番組の支援を行った。（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、今後、簡易な決済手段や両替等の周知について、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

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

東アジア（中国・韓国・台湾）を主なターゲットとして、積極的に交流を推進しており、今後とも、インバウンド施策に力を入れ
ていく。

市町

・西条市代表団が友好都市である中国河北省保定市を中心に、北京市、大連市を訪問・視察し、幅広い分野の
現地指導者等と交流促進に向けた意見交換等を行った。（西条市）
ＶＪ事業の受け入れや松山大学との連携交流により、中国青島からの学生交流事業の受け入れなどを行った。
（内子町）

実施者 取　組　内　容

県

・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）を実施したほか、航空会社に対しては、増便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。
　　　※24年4月より上海便は週2便から週3便に増便
・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－ホテル奥道後間を往
復する無料シャトルバスを運航した。
・台湾を訪問し、松山ー松山のチャーター便就航を要請したほか、トップセールスによる観光交流を実施した。

③東アジアをターゲットとした交流推進

（２）（２）（２）（２） 国際観光の推進国際観光の推進国際観光の推進国際観光の推進

同上

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

・県・松山市・松山商工会議所の共同で、商業施設従事者に対する外国語接遇研修を実施
・銀聯カード導入店の増加を働きかけた。

・県・松山市・松山商工会議所の共同で、商業施設従事者に対する外国語接遇研修を実施

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）（２）（２）（２） 国際観光の推進国際観光の推進国際観光の推進国際観光の推進

施策名 ②外国人観光客の買い物環境の整備

事業実績
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No.17
ⅡⅡⅡⅡ 誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化

No.18
ⅡⅡⅡⅡ 誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化

民間 ・広島・松山の航路を活用した商品を開発

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、広島県との連携を強化しており、引き続き平成２６年度の「大・島博覧会（仮称）」の開催
を目指して取り組んでいく。

取　組　内　容

県

・広島・愛媛交流会議を通じ、観光面での連携強化を図った。
・「大・島博覧会（仮称）」の開催を目指した連携
　大・島博覧会のメインイベントとなる世界的なサイクリングイベントの開催に向け、広島県との連携により検討
を進めた。
・角川アニメ映画「ももへの手紙」を通じた連携
　映画公開に合わせ広島県と連携して「瀬戸内もも旅ガイドマップ」を印刷製作し、映画を活用した広域的な観光
振興を図った。

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

・瀬戸内しまなみ海道振興協議会事業
　しまなみ海道圏域を紹介する観光パンフレット類の作成や大都市圏でのＰＲイベントへの出展。観光パンフレッ
ト「ＳＨＩＭＡＰ」、「しまなみ海道サイクリングマップ」の印刷、サイクルモードインターナショナルへの出展等を行っ
た。
・「瀬戸内・松山」魅力創出事業
　広島圏域と一体となった広域連携による誘客促進や、H26年瀬内海国立公園指定80周年に向けたイベント等
の企画を行った。

実施者

・四国西南地域観光連絡協議会事業
　ＨＰ「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。
・せとうち旬彩館
　香川県との連携強化を図った。

・四国まんなか交流事業（四国中央市）
　香川県観音寺市及び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へのツアーの企画・実施などを行った。
・四国四市観光誘致促進協議会事業（松山市）
　県庁所在地の４市で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。
・四国西南サミット（宇和島市　外５市町）
　九州や関西方面の大手旅行会社やマスメディア等を訪問し、各市の観光ＰＲを７市合同で実施するとともに、
パンフレットやマップを作成した。

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

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。

民間

・四国ツーリズム創造機構事業
　四国西南地域を重点着地エリアとした四国観光交流戦略（平成22～24年度）に基づき、ＪＡＬ・ＡＮＡ等とのタイ
アップキャンペーン等による国内外からの誘客促進や、観光素材・観光ルートの開発等、観光地づくりのための
各種施策を展開した。

県

市町

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

（３）（３）（３）（３） 広域連携の推進広域連携の推進広域連携の推進広域連携の推進

施策名 ①四国内の連携強化

（３）（３）（３）（３） 広域連携の推進広域連携の推進広域連携の推進広域連携の推進

施策名 ②瀬戸内圏域等の連携強化
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No.19
ⅡⅡⅡⅡ 誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化

No.20
ⅡⅡⅡⅡ 誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化誘客機能の強化

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。

（３）（３）（３）（３）

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

・松山近隣地域と連携した滞在型観光商品開発（松山商工会議所）
　モニターツアーを実施し、その分析結果から、新モデルコースの作成を行い、ＨＰ等で情報発信を行った。

実施者 取　組　内　容

県

市町

・四国観光立県推進愛媛協議会事業
　官民連携のもと、①誘客促進事業、②宣伝活動事業、③受入体制整備事業に取り組み、本県への誘客促進を
図った。
・旅南予協議会事業
　官民連携のもと、①観光アドバイザー活用事業、②着地型旅行商品造成促進事業、③広報・情報発信事業、
④南予レジャーサイクリング推進事業に取り組み、南予地域の更なるパワーアップを図った。
・広域観光ルート商品化支援事業
　県内各市町の担当者等を対象に観光資源ネットワーク化促進会議を開催した。
・東予地域資源活用促進事業
　別子銅山産業遺産やしまなみ海道等の観光資源をブラッシュアップし、広域観光を推進した。

・ＮＳ観光推進協議会（四国中央市、新居浜市）
　スタンプラリーをはじめ、紅葉や花の開花に合わせたドライブ情報などを提供。ロードマップ等の製作・配布の
ほか、キーワード当てゲーム・イベントスタンプラリー等、各種誘客イベントを開催するとともに、ブロガー旅行
記、ケーブルテレビによる番組作成等を行った。
・広域観光連絡推進事業（松山市、東温市、砥部町）
　①誘致宣伝事業、②ホームページ管理事業、③周遊観光促進事業、④パンフレット・マップ作成事業に取り組
んだ。東京都をはじめとした誘致宣伝を6ヶ所で行い、松山市・東温市・砥部町の情報を含んだ「松山・道後温泉
じゃらん」の作成、周遊記念のタオル作成など行い、観光客の誘致・周遊を図った。
・佐田岬広域観光推進事業（八幡浜市、伊方町）
　広域観光ルートの形成と推進事業、イベントを開催した。
・えひめ町並みミュージアム構想推進協議会（大洲市、西予市、内子町）

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

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－ホテル奥道後間を
往復する無料シャトルバスを運航した。

事業実績

市町
・路線バスの利便性向上を目指し、市内の路線バスを運行する伊予鉄道(株)と協力し、バス路線の新設、運行
本数の増便、ダイヤの変更を、平成２３年１０月１日から実施した。（東温市）

施策名 ④二次交通の利便性の向上

（３）（３）（３）（３） 広域連携の推進広域連携の推進広域連携の推進広域連携の推進

施策名 ③県内市町との連携強化

民間

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。

広域連携の推進広域連携の推進広域連携の推進広域連携の推進

実施者

民間
・レトロバス3台を貸しバス事業と併行して実施。まちあるきのサポート、石畳地区への移送、泉谷の棚田移送な
どを行い好評を博している。（ＮＰＯ法人ＰｒｏｊｅｃｔＡＹ．）

取　組　内　容
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No.21
ⅢⅢⅢⅢ 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上

No.22
ⅢⅢⅢⅢ 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上

民間
・内子ならではの「食」の開発事業（道の駅内子フレッシュパークからり）
・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）　　　　など

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

・えひめのご当地振興事業
・南予の食イベント開催事業
　南予グルメ選手権２０１１を実施するとともに、食をテーマにした講演会を開催した。
・観光集客力向上支援事業
　湯の谷温泉で実施された｢温泉×食｣のコラボレーションによる誘客拡大化事業へ支援した。
・えひめいいもの図鑑
　優れた県産品を集めた情報サイトを制作し、PRを行った。
・えひめの農林水産物販売拡大サポート事業
　「愛」あるブランドや「えひめ食の大使館」の認定などを行った。

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

・別子山地域特産農作物開発事業（新居浜市）
　別子山の森林公園内にある山野草ハウスを活用して、農産物についての育成実験を行い、地域に適した魅力
ある農産物を見出だし、栽培ノウハウを確立する取組みを実施した。
・「水と食」調査研究事業（西条市）
　食アドバイザーを招へいし、物が売れる仕組みづくりや商品価値を高める研究をした。また、地元食材の実態
調査を行うとともにその潜在力を把握し、その評価と課題を生産者にフィードバックした。
・ご当地グルメ開発事業（伊方町）
　じゃらんリサーチセンターによる「ギャップ調査」の実施結果に基づき、ワークショップ、ご当地グルメの試食会
を開催するとともに、旅行誌「じゃらん」、新聞、雑誌、テレビなどでＰＲを実施した。　　　　　　　　　　など

実施者

・新たに県観光振興アドバイザー（２名）制度を設け、広域観光ルートの形成に向けてアドバイスを受けた。
・県観光集客力向上支援事業により、坂村真民記念館開館に際しての記念商品の開発や、森の国「戦国絵巻」
のまちづくりなど、人物や歴史等の発掘による観光資源づくりを支援した。

・書道パフォーマンス甲子園（四国中央市）
　全国一の紙産地であり、産業都市である四国中央市をＰＲするために本市で平成21年度から始まった、全国
の高校書道部を対象とした、書の美しさとパフォーマンスを競う大会で、書の聖地としてのＰＲを行った。
・東温版ｴｺﾂｰﾘｽﾞﾑ・ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑ推進事業（東温市）
　市内の泉や、皿ヶ峰連峰県立自然公園を活用したエコツーリズムと、市内を東西に貫く金比羅街道沿いの歴
史的産物を紹介する冊子を作成し、広く、誘客を図った。
・大洲歴史探訪館事業（大洲市）
　大洲の歴史を調査研究し、パネルにまとめて「城甲家の蔵」に展示した。また、地域住民・関係者を対象とした
歴史講座を開催したほか、調査研究をまとめた年刊誌「大洲歴史懐古帖」を発刊した。　　　　　　　など

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

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。

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

－

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

（１）（１）（１）（１） 観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ①物語性のある観光資源づくり

（１）（１）（１）（１） 観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ②愛媛ならではの「食」の提供・開発
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No.23
ⅢⅢⅢⅢ 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上

No.24
ⅢⅢⅢⅢ 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上

修学旅行において、西予市でのみかん狩りなど新たな体験プログラムを開発したが、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。

（１）（１）（１）（１）

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）
・四国サイコーダイガク事業（伊予市双海地区グリーン・ツーリズム推進協議会）

実施者 取　組　内　容

県

市町

・ヘルスツーリズム推進事業
　プロジェクトチームを設置し、検討会や先進地視察を実施した。
・グリーンツーリズム推進事業
　しまなみ地域及び南予地域でのグリーンツーリズムによる受入体制の充実・強化を図った。また、南予地域の
「御宿帳」を製作し、農家民宿などの宿泊施設情報のきめ細かな発信を図った。
・エコツーリズム推進事業
　関係団体や旅行会社を交えた石鎚山系でのエコツーリズムの検討を行った。
・産業観光の拡充
　市町や民間と連携し、東予地域をはじめとする産業観光の拡充を図った。

・ヘルスツーリズム推進事業（上島町、西予市、東温市）
・グリーンツーリズム推進事業（西条市、松野町、内子町、鬼北町）
・エコツーリズム推進事業（西条市、東温市）
・ジオパーク調査研究事業（西予市）

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

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
　誘致検討会を開催し、モデルルートや体験メニューの作成などの検討を行うとともに、修学旅行プロモーション
ビデオを制作し、松山市などと連携して誘致に取り組んだ。
・被災地学校修学旅行支援事業
　地域との交流など本県独自の体験プログラムを提供した。（被災３県から１０校、１，１４５名を受入れ）

事業実績

市町

・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に取
り組んだ。
・企業研修旅行誘致促進事業（松山市）
　本事業を広く周知するとともに、支援事業を活用した研修旅行の受入れを積極的に推進した。県外で活躍する
愛媛県出身者で構成される愛媛県人会への訪問や、地元金融機関における愛媛・松山とゆかりのある企業を
中心とする県外の取引企業とのつながりを活かし、本市への企業研修旅行の誘致について協力をいただくよう
営業活動を実施した。また、全国の企業経営者を対象とした企業経営フォーラムを開催した。

施策名 ④体験教育型観光プログラムの作成

（１）（１）（１）（１） 観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ③「ニューツーリズム」の推進

民間

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、県では、ヘルスツーリズムの取組みも推進しており、商品化を目指す。

観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上

実施者

民間
・体験学習教室等の実施（石鎚ふれあいの里）
　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、実践した。

取　組　内　容
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No.25
ⅢⅢⅢⅢ 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上

No.26
ⅢⅢⅢⅢ 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上

民間
・着地型旅行商品造成事業（佐田岬ツーリズム協会）
　佐田岬ツーリズム協会で「佐田岬おかみ会」を設立し、ご当地グルメ開発に取り組んだ。また、ＷＳＴ（ウオーキ
ングステーション）による認定コースを検討し、新しい顧客層の開拓を行うこととした。

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

松山市や南予地域を中心に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

・南予地域の地元旅行会社が各種体験メニューなど地域の観光素材を組み合わせて造成した着地型旅行商品
について、商品販売に係る広告経費の一部を助成することにより、商品プランの多様化を図り、南予地域への
誘客促進を図った。
・南予地域での着地型旅行エージェントの育成に向け、人材育成研修を実施した。（旅南予協議会）

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

・松山旅行商品化促進事業（松山市）
　発地ニーズに合わせた魅力ある商品開発、鉄道、航空会社等主要交通機関との一次交通、地元交通機関と
の二次交通対策、旅行会社対象の説明会・商談・キャンペーンの実施、その他瀬戸内海エリアとの連携強化、
鉄道・船舶・航空会社等との連携強化など。

実施者

・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。

・映画「書道ガールズ！」関連事業（四国中央市）
　ロケ誘致時に、特産品や観光イベントをＰＲしたほか、ロケ地巡りの観光商品の開発とマップなどの作成を行っ
た。

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

２３年度は、テレビドラマ等のほかに映画ロケの実績はなかったが、角川アニメ映画「ももへの手紙」の舞台となるなど注目
度は高く、引き続き効果の高い映画ロケの誘致に取り組んでいく。

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み、今年
度はフジテレビドラマ「それでも、生きていく」とTBSドラマ「ランナウェイ」に協力をした。
・ＮＰＯ法人アジアフィルムネットワーク
　県内のロケ候補地の情報を発信し、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
ケ地の使用許可やエキストラの手配などについて支援を行った。

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

（１）（１）（１）（１） 観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ⑤フィルム・コミッション機能の強化

（１）（１）（１）（１） 観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ⑥着地型旅行商品の造成等の支援
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No.27
ⅢⅢⅢⅢ 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上

No.28
ⅢⅢⅢⅢ 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上

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いるが、今後も引き続き、平成２６年度のしまな
み海道での国際的サイクリングイベント開催を目指すとともに、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。

（１）（１）（１）（１）

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

ー

実施者 取　組　内　容

県

市町

・観光アドバイザー活用事業
　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、県下各地での取組
みを促進・支援した。

　農林漁家民宿や地場産業を活かした体験ツアーを開発するための助成を行った。
　　・ＮＰＯ法人能島の里による石切り場を利用した石文化体験ツアー（今治市）
　　・石窯の設置（久万高原町）
　　・パラグライダー教室（四国中央市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

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

・国際的サイクリングイベント勉強会
　「大・島博覧会（仮称）」のメインイベントとして、しまなみ海道で「国際的サイクリング大会」を実現するため、県
及び市関係各課をはじめ、地元観光協会やサイクリング協会、さらには自転車競技者やＮＰＯ法人の参画のも
と、「国際的サイクリングイベント勉強会」を立ち上げ、様々な角度から検討を行ったほか、広島県、岡山県、中
国運輸局等と連携して、サイクリング商品を造成している旅行エージェントや、メディア、サイクリング関係者等を
招請して視察ツアーを実施した。
・新居大島サイクリング（観光集客力向上支援事業）
　新居大島でサイクリング環境の整備等を行うことにより、大島全体の観光振興を図り地域活性化につなげるた
め、レンタサイクルの整備、サイクリングイベントの実施、新居浜駅前でのＰＲを行った。
・台湾のGIANT社を訪問し、同社を中心としたしまなみ海道でのサイクリングツアーの実施を知事から要請した
結果、２４年５月の実施が決定した。

事業実績

市町

・「Red Bull Holy Ride」後援関係業務（西条市）
　マウンテンバイク・ダウンヒル競技会の開催を通じて、当市をはじめ、日本の伝統文化や風土等を国内外に発
信した。
・しまなみ海道レンタサイクル事業（今治市）
　しまなみ海道海道沿線の今治市レンタサイクルターミナル６ヶ所について一括管理を行い、連携を強化すると
ともに効率的な運用を行った。
・石鎚山ヒルクライム競技の開催（久万高原町）

施策名 ⑧自転車観光の振興

（１）（１）（１）（１） 観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ⑦体験型観光メニューの開発等の支援

民間

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。

観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上

実施者

民間 　レンタサイクル事業（西条市観光協会、今治地方観光協会、ＮＰＯ法人ＰｒｏｊｅｃｔＡＹ．宇和島市観光協会）

取　組　内　容
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No.29
ⅢⅢⅢⅢ 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上

No.30
ⅢⅢⅢⅢ 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上

民間
・塩塚千本桜整備事業（四国中央市観光協会）
　塩塚高原の進入路沿線約12ｋｍにわたり、3年計画でソメイヨシノ、ヤマザクラ、ヤエザクラの苗木を植栽する
ほか、馬立市仲の銘木「馬場の桜（エドヒガン）」を、バイオ技術で増産した苗木も植栽することとした。

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ため、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
・観光集客力向上支援事業（２３年度新規事業）
　湯之谷温泉において、観光客に西条ならではのおもてなしの場を提供し、地域への誘客を促進するため、無料
で利用できる足湯を併設したカフェを設置するなど、景観整備の取組みを支援した。

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

・翠波高原を活用した観光振興事業（四国中央市）
・自然公園美化推進事業（今治市）
・岩城桜公園整備事業（上島町）
・鹿島賑わい活性事業（松山市）
・花いっぱい運動推進事業（伊方町）　　　　　　　　　　など

実施者

・コンベンション誘致事業
　国際ミーティング・エキスポ（ＩＭＥ2011）への参加や各種コンベンション実施団体への訪問を通じて、コンベン
ション誘致活動を行った。

・スポーツ合宿・スポーツイベントの誘致（四国中央市）
・石鎚ヒルクライム競技の開催（久万高原町）
・全日本大学選抜相撲宇和島大会（宇和島市）
・スポーツ合宿誘致事業（宇和島市、愛南町）

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

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年度から新たに県においてコンベンション
開催助成制度を創設し、市町と連携しながら積極的に誘致していく。

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

・合宿都市構想推進事業（西条商工会議所、西条市）
①合宿受入支援、②合宿誘致活動の実施、③合宿者に対する支援（バス借上げ・ピッチングマシン貸与）、④情
報発信（ホームページ作成・各種パンフレットの作成）、⑤スポーツイベント（第1回長友カップ杯）の実施、⑥合宿
都市構想推進協議会設置に向けた会議の開催
・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）
　国内誘致活動セールスの実施や国際ミーティングエキスポへの参加（出展）、中国・四国地区コンベンション誘
致懇談会の開催やコンベンション等開催助成金の交付などを行い、コンベンションの開催を誘致した。

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

（１）（１）（１）（１） 観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・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

（１）（１）（１）（１） 観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ⑩景観整備
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No.31
ⅢⅢⅢⅢ 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上

No.32
ⅢⅢⅢⅢ 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上

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。

（１）（１）（１）（１）

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

行政と連携してヘルスツーリズムやお土産品開発等を行った。

実施者 取　組　内　容

県

市町

・愛媛大学との連携事業
　フィールドワーク・地域懇談会を通じた観光まちづくりに関するネットワークの形成や、大学関係者等と協働・連
携した取組みを実践し、取組みの成果として観光まちづくりに関する公開シンポジウムを開催した。
・観光集客力向上支援事業
　観光集客につながる民間企業の取組みを支援した。（新居浜市大島のレンタサイクル整備、森の国戦国絵巻
イベントの開催、坂村真民記念館オリジナル商品開発　など）
・ヘスルツーリズムの推進
　民間温泉施設と連携して商品化に向けて取り組んだ。

・野菜ソムリエ活用事業（西条市）
　JAや地元産業との連携強化を図り、新たな観光商品の企画・開発・販路開拓などを行った。
・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と行い、誘客向上に努めてい
る。また、町内外の観光・物産展等に、町内企業とともに参加するなど、町内企業との連携を図った。

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

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
　宇和島のまち活性化、訪れて楽しい街づくりを考えるために、商店街活性化フォーラムを開催し、講演やパネ
ルディスカッションを実施した。また、「松山モードフェス2011」「松山門前まつり2011」を支援するとともに、ソー
シャルメディアを活用した賑わいの創出、商店街ファンの獲得を支援した。

事業実績

市町
・紙まつり（四国中央市）
　商店街を中心に、地元の産業を活かした産業観光イベントを開催した。

施策名 ⑫観光客が歩いて楽しい商店街づくり

（１）（１）（１）（１） 観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ⑪民間企業等との連携強化

民間

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。

観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上

実施者

民間

・イルミネーション装飾事業（川之江栄町商店街）
市民で灯そう10万の光り事業と連動し、12月から商店街をLEDによるイルミネーション装飾として、夜間の魅力的
な商業空間づくりの演出に努めた。
・おひなまつり事業（六日市まちづくり実行委員会）
　各商店のショーウインドウにお雛様を飾ったり、１００円のものを店の入り口で販売する「１００円商店街」などの
工夫を行い、商店街に人を呼び込む取組みを行った。（「100円商店街」：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人を集客している。）

取　組　内　容
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No.33
ⅢⅢⅢⅢ 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上

No.34
ⅢⅢⅢⅢ 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上

民間 ー

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

東京でのイベントに寄せられたアンケートの活用を含め、「えひめファン倶楽部」や「えひめパスポート」の仕組みについて、
引き続き検討していく。

取　組　内　容

県
・東京秋葉原で行った愛媛県観光・物産PRイベント「愛のくに 愛顔のえひめ フェスティバル」の会場にてアン
ケート調査を行い、愛媛ファンであるとの申し出を２３４名から受けた。

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 上記イベントに共同参加

実施者

・えひめ観光満足度調査
　県内１２箇所の観光地において、四半期ごとに対面聞き取りのアンケート調査を実施し、観光客の動向を調査
した。
　「満足」の回答率：８１.９％（平成２３年度）

・新宮観光施設魅力向上及び人材育成事業
　四国中央市の観光施設である霧の森において顧客満足度を図るアンケートを６・８・１０・１２月に実施。それを
分析することで改善点を見出し、満足度向上に繋げた。

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

引き続き、えひめ観光満足度調査を実施し、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。

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

ー

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

（１）（１）（１）（１） 観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上観光資源の発掘・魅力向上

施策名 ⑬定期的な満足度調査の実施と公表

施策名 ①「えひめファン倶楽部」の創設

（２）（２）（２）（２） 観光関連施設のサービスの充実観光関連施設のサービスの充実観光関連施設のサービスの充実観光関連施設のサービスの充実
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No.35
ⅢⅢⅢⅢ 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上

No.36
ⅢⅢⅢⅢ 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上

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。

（３）（３）（３）（３）

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

・「四国で得するクーポン」の発行（四国ツーリズム創造機構）
　観光施設の割引クーポン付の冊子を発行した。
・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

県

市町

・いやし博を活用した南予誘客キャンペーンの実施
　南予地域の宿泊施設、温泉、グルメ、観光施設等で使用できる割引クーポン冊子を作成し、南予地域の主要
観光施設や中四国の主要交通機関等を通じて広く配布した。

　四国ツーリズム創造機構や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た。（鬼北町）

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

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

・言語バリアフリー化調査事業
　松山市や関係機関と協議のうえ、主要交通拠点から松山城（大街道）及び道後温泉に移動する際の言語バリ
アフリー化に向けて、モニター調査により現状を把握したうえで、多言語表記の案内板等の整備を行い、その効
果を実証した。
・松山空港における多言語歓迎表記の掲出
　主要交通拠点である松山空港の国際線到着ロビーにおいて、多言語（英語・中国語（簡体字・繁体字）・韓国
語）で歓迎の意を表する看板を作成・掲出した。
・ガイドマップ制作
　これまでのガイドマップを、外国人の視点でリニューアルした。

事業実績

市町
それぞれの市町の魅力を外国人観光客に対しＰＲするため、日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語で観光
パンフレットを作成した。（四国中央市、西条市、大洲市、内子町、愛南町）

施策名 ①外国語表記等の充実

（２）（２）（２）（２） 観光関連施設のサービスの充実観光関連施設のサービスの充実観光関連施設のサービスの充実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

民間

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。

観光客にやさしいまちづくり観光客にやさしいまちづくり観光客にやさしいまちづくり観光客にやさしいまちづくり

実施者

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
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No.37
ⅢⅢⅢⅢ 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上

No.38
ⅢⅢⅢⅢ 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上

民間
「障がい者共働オフィス　心のわ」のメンバーと三島高校VYS部が約5か月間かけて、「四国中央市車いす徹底活
用術」と題したバリアフリーマップを作成した。（「障がい者共働オフィス 心のわ」・三島高校ＶＹＳ部）

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 県内各地の観光施設のバリアフリー情報の調査・取りまとめを実施した。

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

・一部の観光施設において、身体障害者等用駐車場の利用対象者に身体障害者等用駐車場利用証（パーキン
グパーミット）を交付するパーキングパーミット制度を導入。歩行困難者の方々に配慮した環境づくりを推進した
ほか、高齢者専用の駐車場を設置するなど障害者や高齢者など交通弱者に優しい観光施設づくりに努めた。
（四国中央市）

実施者

・南予観光受入基盤緊急整備事業
　来訪者の利便性向上等が見込まれる観光案内板、標識等の新設・改修など、南予9市町が実施する観光施設
整備を支援した。

　各地に観光案内板や交通案内標識を設置し、スムーズな観光交通案内に努めた。（四国中央市、西条市、今
治市、大洲市、西予市、内子町、松野町、鬼北町、愛南町）

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

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。

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

ー

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

（３）（３）（３）（３） 観光客にやさしいまちづくり観光客にやさしいまちづくり観光客にやさしいまちづくり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

（３）（３）（３）（３） 観光客にやさしいまちづくり観光客にやさしいまちづくり観光客にやさしいまちづくり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
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