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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

（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

民間

・「おもてなし度」品質向上サポート事業

　久万高原町をモデル地域とし、おもてなしの現在調査及び品質向上マニュアルの作成を行うとともに、そのマニュアルを

モデル地域内及び県内各地に配布した。

・観光客のニーズに対し、情報提供やプラン提示ができる観光コンシェルジュ（観光案内人）を育成した。（久万高原町）
・観光ボランティアグループや観光ボランティアガイドとの連携・共催により、砥部焼伝統産業会館で観光客にお茶の接待

及びイベント時の砥部陶街道を案内・説明するなど、観光ホスピタリティの高揚に努めた。（砥部町）

・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

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。

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２４年度観光振興施策実施状況報告書（個票）平成２４年度観光振興施策実施状況報告書（個票）平成２４年度観光振興施策実施状況報告書（個票）平成２４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

事業実績

・観光おもてなし対策事業（ふるさとふれあい塾）（松山商工会議所外）
・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、道の駅内子フレッシュパークからりレストラン）

実施者 取　組　内　容

県

市町

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

・四国まんなか市長サミット（四国中央市）
　香川県観音寺市と徳島県三好市と合同開催と合同開催し、共有できる観光資源を生かした観光振興策や方向性などを

各市長を交えてパネルディスカッション方式で議論した。

・四国中央市ビジネスセミナー（四国中央市）
　物づくりの企画・開発・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て開催し、企画・開発・販売のそれぞれ

のテーマで年3回の講義等を通してそのノウハウを学習した。

実施者

民間 ・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
・観光まちづくり人材研修セミナー

　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。
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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

・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）

　松山城・道後周辺及び「坂の上の雲ミュージアム」周辺の観光案内
　松山観光ボランティアガイド案内パンフレット作成

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

・県内の観光ボランティアガイド及び四国観光達人（四国観光検定の合格者）を対象とした研修会を開催した。
　○開催日：平成２４年１２月１３日（木）～１４日（金）

　○開催地：今治市

　○研修内容：講演１「地域資源をいかした観光まちづくり　しまなみ自転車旅行の可能性」
　　　　　　　　　講演２「御当地グルメでまちおこし、そして観光」

　　　　　　　　　実地研修

・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）

・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）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

・観光ボランティアガイド養成事業（今治市）

　自立した組織を目指すために、それまでの過程に必要な研究・研修・交流を十分養い、新たな募集に努めた。
・内子町外国語ガイドの会育成支援事業（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ながら学習会を開催した。

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

（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

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

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、愛媛県観光物産協会、松山商工会議所と共同）

　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：24年8月～9月、韓国語：24年10月～11月、中国語：25年2月～3月

　○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し、ドイツからの観光客に案内できる人材を育成した。

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（県国際観光テーマ地区推進協議会外）【再掲】

・外国人受入・接遇等研修会の開催【再掲】

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

・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）（松山市）

　本市主要観光地である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ケットティッ

シュなどを配布するなどし、自分たちの住む誇れる地域を知り・学んだ。

・四国西予ジオパーク構想事業（西予市）

　小中学生に向け、ジオパークについて学校や現地において出前講座を行った。（全12講座）　　　　　　など

実施者

県 ―

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

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
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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

・「いまばり博士検定」（今治商工会議所）

・とっておきの新居浜検定事業（新居浜商工会議所）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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）

・観光資源・文化財等の学習会（四国中央市）
　お城や寺社仏閣、古墳、古民家、偉人にまつわる遺跡などの観光施設において、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。
・十河信二記念館等開館5周年事業（西条市）

　基調講演とパネルディスカッション等『四国の発展と鉄道高速化』をテーマにシンポジウムを行い十河信二氏の功績と十

河信二記念館と鉄道博物館のPRを行った。
・市町民向け情報発信事業（伊予市、東温市、内子町、西予市、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。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　など

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）

・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）

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（砥部町　外）

・ツイッターを活用した観光情報発信事業（伊予市、大洲市、西予市、鬼北町　外）　　　　　　　　　　　　　　　　　など

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

・ＩＴを活用した観光情報発信事業

　県観光ＨＰ「いよ観ネット」のリニューアルを行い、マイルートガイド機能やイベントカレンダー機能の導入のほか、作成す
るＨＰと同等の内容のスマートフォンに対応したＨＰを作成した。また、特集企画を随意発信するとともにエリアごとの主要

観光地の紹介、おすすめルートの紹介、ジャンル別の観光情報の紹介などを実施した。そのほか、観光地等の写真が自
由に利用できるフォトギャラリーを設け、愛媛の魅力発信強化を図った。

・愛媛いいもの図鑑コンテンツ強化事業

　宇和島圏域の市町、商工会議所、商工会、観光協会等において推薦を受けた特産品や工芸品等の現地調査を行った
上で、PR効果の高い産品の詳細ページを作成し、平成24年８月８日に公開し、約２００品を紹介している。

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。

・マスコミや各界著名人などに自治体トップである市長が自ら観光・物産を売り込み、PRを行った。（四国中央市）

・長崎方面に東温市観光物産協会、西予市と坊っちゃん劇場と共に19箇所の訪問を行ったほか、広島方面に東温市観光

物産協会、坊っちゃん劇場代表取締役社長らと共に20箇所の訪問を行った。（東温市、西予市）　　など

実施者

民間 －

取　組　内　容

県

・海外旅行客誘致のためのトップセールスの実施

　知事が中国、台湾を訪問し、国際線の増便など利便性の向上や、台湾松山空港間と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、友好交流などを図った。

　（台湾：24年9月11～15日、24年11月9～13日、　中国24年7月12～17日）

・愛媛県観光・物産ＰＲイベント首都圏開催事業

　○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9日（金）～11日（日）、場所：JR有楽町駅前広場、

　　出演：知事、みきゃん、にゃんよ、バリィさん、友近、宮本真希、水樹奈々（伊予観光大使）ほか　（敬称略）

　○トップセールスによる、都内旅行会社等への旅行商品等の売り込み

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

・『観光情報誌えひめ２０１３年度版』の広告協賛（四国観光立県推進愛媛協議会）

・ＣＡＴＶ四国中央市ＰＲ事業（㈱四国中央テレビ）

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

・「えひめカフェ」県産農林水産物首都圏ＰＲ事業（ブランド戦略課）

　表参道に旗艦店舗として２店舗を構え、エリア一体から情報発信を行ったほか、店内ツールを「えひめ色」で演出し、多

様な柑橘を使ったメニューの開発や提供を行った。（平成25年2月1日～3月3日）

・首都圏パブリシティ活動推進事業（広報広聴課）

　首都圏におけるパブリシティ活動や取材への対応のほか、ＰＲ用の冊子を作成した。

・南予紹介番組（もぎたてファミリー・バスツアー、ええとこにゃんよ！愛媛の南予！！）の２本を制作・放送した。

・松山市広報紙「広報まつやま」へ南予９市町のイベント・観光情報を掲載するほか、東予地域の主要企業社内報へ南予

情報を掲載するなどし、東中予に向けた南予情報の発信力強化に取り組んだ。

・「えひめ南予いやし博」を広島地域及び全国のＣＡＴＶで放映したほか、広島県のラジオ放送において、本県観光情報の

ＣＭを制作放映し、誘客促進と観光資源の魅力向上を図った。

・伊予観光大使制度により、３名（水樹奈々氏・バリィさん・張恵美氏）を新規に委嘱したほか、県政広報紙で８名（松本零

士・宮本真希・二宮清純・MAYA MAXX・藤岡弘・水樹奈々・トワエモワ・友近）をＰＲした。

・ふるさとアドバイザー制度（四国中央市）

・新居浜ふるさと観光大使（新居浜市）

・報道機関・印刷物等による宣伝事業（松山市）

・電波放送による地域情報発信事業（伊予市）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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」を今治観光大使に任命し、当市の知名度をアップさせた。（今治地方観光協会）
・松山マドンナ大使関連事業（松山観光コンベンション協会）

・イメージキャラクター設置及び活用事業（伊豫國「あじの郷」づくり実行委員会）　　　　　　　　　　　　　　　など

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

・「みきゃん」を活用した情報発信・ＰＲ事業

　「みきゃんのかんづめ」のＨＰの開設（8/27～）、県内観光地等の動画情報配信、みきゃんの活動報告（フェイスブック、
ツイッターで情報発信）、「みきゃん誕生１周年記念イベント」の開催（11/11）など
・えひめ南予観光PRキャラクター「にゃんよ」の商標登録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　など

・鬼北町の「鬼」をモチーフにした「きほくん」や特産品のきじをモチーフにした「きじの助」を制作した。（鬼北町）
・全国から1,465件、海外から3件の応募により「ゆるキャラ」を決定した。（東温市）　　　　　　　　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

・第４７回松山まつり「にぎわいと交流の場創出事業」（松山まつり実行委員会：愛媛県観光集客力向上支援事業）

・大神輿総練（大神輿練実行委員会：愛媛県観光集客力向上支援事業）

・直販生鮮市「食の回廊」（川之江栄町商店街）
・太鼓台を活用した観光物産事業（新居浜市物産協会）

・四国・新居浜いいもんうまいもんまつり事業（新居浜市物産協会）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

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

・特産・Ｂ級グルメなどを集めた観光物産展の開催（四国中央市）

・龍馬脱藩１５０年記念事業（大洲市）
・観光ＰＲ・特産品ＰＲ事業（西予市）

・東京都豊島区東武百貨店において、地酒と観光ＰＲを実施した。（内子町）
・「えひめ南予いやし博２０１２」地域企画事業（宇和島市、松野町、鬼北町、愛南町）　[再掲]　　　　　　　など

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

・愛媛県宇和島圏域観光振興イベント実施事業（えひめ南予いやし博2012）
　県実行委員会によるコアイベントやセレモニーイベント、市町等による地域企画イベント、住民グループによる自主企画

イベントと、全体で177のイベントを実施した。新聞､雑誌､テレビ等マスメディアの活用をはじめ、パブリシティ活動、キャラ
バン隊活動のほか、旅行商品造成に積極的に取り組んだ結果、イベントへの参加者は､延べ77万人を超えた。

・愛媛県観光・物産ＰＲイベント首都圏開催事業
　○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9日（金）～11日（日）、場所：JR有楽町駅前広場、

　　 出演：知事、みきゃん、にゃんよ、バリィさん、友近、宮本真希、水樹奈々（伊予観光大使）ほか（敬称略）
・愛媛県観光PRイベント（四国観光立県推進愛媛協議会）

　①名古屋桜通りカフェ（２回）、②イオン㈱との地域活性化包括連携協定に基づく北花田店及び茨木店、③観光物産協
会との連携で広島及び神戸、④㈱愛媛銀行との連携で池袋駅内、⑤東武百貨店池袋店、⑥羽田空港内において観光イ

ベントを実施した。
・南予観光パワーアップ事業等

　「えひめ南予観光ＰＲフェスタinエミフルＭＡＳＡＫＩ」により南予地域の魅力を発信したほか、南予地域への誘客と特産品

の販売促進のため、道の駅や温泉施設を巡る「南予でにゃんよらりー」を実施した。また、県西南地域を対象としたバス・

鉄道・旅客船から撮影した美しい風景や街並みを撮影した旅情写真コンクールを実施した。
・予土線においてサイクルトレインを運行するとともに、キャラバン隊によるＰＲ活動やイベント等を実施した。

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

民間
・外国客船入港歓迎事業（宇和島市観光協会）

　外国客船「オリオンⅡ」の寄港にあわせ太鼓演奏や牛鬼の練りなどを披露する他、市長による歓迎スピーチなどで歓迎
したほか、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。

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

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。

・「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

の連携により、東アジアをはじめとする新聞、雑誌、テレビ等のメディアを招請し、本県の観光資源の取材を通して、海外
での情報発信を行った。（実績　21社38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）　岡山市で商談会を開催（24年9月）

　韓国・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（24年9月）　徳島市で商談会を開催　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

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。

・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 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）

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

売の強化を図った。

（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

・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）　　など

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、松山市中心部に新たに開設し、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。

・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）

ねらい

事業実績
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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

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

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

施するほか、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

10月より上海便は週4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。

・知事が中国（9，11月）、台湾（7月）を訪問し、国際線（ソウル便・上海便）の増便など利便性向上について航空会社に働

きかけを行うほか、松山空港－台湾松山空港間の国際チャーター便実現に向けて関係機関等に対して要請を行うなど、

旅行客誘致を促進するほか、現地での愛媛県の物産や観光、友好交流などについても広く周知を行った。また、関係市

町と連携しながら、台湾政府、台北市、中華航空等、台湾及び国内の関係機関に対してプロモーションを実施するほか、

PR用のノベルティグッズの作成、台湾⇔松山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：24年9月、11月、25年2月、3月）

民間

・台湾市内において、観光PRを行うほか、松山への受入れ支援を行った。北投温泉まつりの会場において、道後子ども神

輿２台を贈呈したほか、松山検番による踊りの披露を実施し、伝統芸能をアピールするとともに観光ブースも設け、松山の

PRを行った。招聘事業に関しては、台北市政府およびマスコミ関係者等を「松山春まつり」の時期に合わせて招聘した。

受入れ支援に関しては、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った。（松山観光コンベンション協

会）

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

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
・中国青島交流事業（内子町）

　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などを行った。

同上

実施者 取　組　内　容

県

市町

民間

・受入環境整備事業

　国の、訪日外国人旅行者の受入環境整備に係る外客受入地方拠点整備事業を活用して、松山市や関係機関と協議の

うえ、外国人観光客対応の接客ツールを作成し、飲食店や土産物販売店からモデル店舗を選定して施設案内ツールやメ

ニューの多言語化を行った。

・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した。

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

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「瀬戸内しまのわ２０１４」の開催を目指し

て取り組んでいく。

取　組　内　容

県

・「瀬戸内しまのわ２０１４」の開催に向け、県及び関係市町による準備組織を発足させ、フィールドワークやシンポジウム

等の実施により、住民主体の地域づくりを推進した。

・『瀬戸内しま博覧会「瀬戸内しまのわ２０１４」実行委員会』を設置し、実施計画を策定するとともに、広島県及び関係市町

との連絡・調整を進めるなど、イベントの実施準備を行った。

・広島県及び愛媛県の共有するテーマ等を活かした観光振興を連携して推進することを目的とした「広島県・愛媛県広域

観光連絡会」を設立し、両県の交流を促進する事業、両県への誘客を促進する事業を実施した。

・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
・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イベントに出展した。（今治市、上島町）

・「瀬戸内・松山」魅力創出事業として、　広域的な官民連携による事業推進や大型キャンペーン実施に向けた地域連携と

営業促進のほか、着地の魅力造成及び旅行商品化促進を実施した。（松山市）

実施者

民間 ・広島・松山の航路を活用した商品を開発

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。

・県境がNICE!!（㈱共立メンテナンス）

　地域性の似通っている予土地域の道の駅が連携し、両地域の特産品等を用いたイベントを開催した。

県

市町

（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

・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。

・香川県と連携し、せとうち旬彩館を運営して観光・物産情報の発信強化を図った。

・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）

・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。（松山市）

・四国西南サミット（宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、内子町、愛南町、鬼北町、松野町）

　当該地域のパンフレットを制作し、ＰＲを行った。高知市内の観光客を四国西南地域に誘引するため、３月９日～１０日に

高知県南国ＳＡで四国西南地域（７市６町１村の合計１４市町）の物産及び観光のPRを行った。

・四万十流域4市町観光連携事業（松野町、鬼北町、四万十町、四万十市）

（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

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）
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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

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

・東温市内各施設にポスター掲示のほか、西予市と連携し観光キャラバンで長崎県、広島県を訪問するとともに、西予市

庁舎に「幕末ガール」ブースやイネ役五十嵐可絵の等身大パネルなどを設置し、役者全員が西予市観光大使に任命され

た。（㈱レスパスコーポレーション）

実施者 取　組　内　容

県

民間

市町

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

・別子銅山の産業遺産を活用した着地型旅行商品造成のための態勢整備

　マイクロバスを追加購入し、緑ナンバーを取得することにより、東平地区への送迎の有料化を図るなど、別子銅山の産

業遺産を活用した着地型旅行商品造成のための態勢を整備した。

・韓国人旅行者専用無料送迎バスの運行として、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。[再掲]

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。

・個人旅行者を中心とした周遊観光のニーズに対応させるため、既存の路線ではカバーできない松山城周辺の主要観光

スポットを巡る観光ループバス（無料）を平日も含め運行した。（松山市）

（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

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

市町

・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受入体制整備事業に取り組んだ。

・旅南予協議会事業（愛媛県、南予9市町、民間団体等）

　官民連携のもと、①マスコミとの連携による南予地域紹介番組制作、②広報・誘客促進事業、③南予旅ラリー、④旅情

写真コンクール、⑤旅行商品造成促進事業、⑥観光アドバイザー活用事業に取り組んだ。

・観光振興基本計画に基づく市町及び民間の取組状況について把握し、目標の達成の向け検討会を開催した。

・広報・誘客促進事業として、温泉施設をテーマとしたパンフレット「ふだん着の湯　南予温泉帖」を発行した。

・旅行商品の企画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。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。

・東予地方局管内の広域観光ＰＲチラシを作成配布するとともに、四国内の主要サービスエリアで観光調査を実施・分析

を行った。また東予ニューツーリズムモニターツアーに協力するなど広域観光ルートの開発に努めた。

・「別子・翠波はな街道」沿線で、スタンプラリーや紅葉などのドライブ情報などを提供（四国中央市、新居浜市）

・広域観光連携推進事業（広域連携推進協議会、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・マップ作成事業を実施した。

・佐田岬半島のご当地新グルメ『佐田岬海鮮活しゃぶ』を活用して広報に努めた。（八幡浜市、伊方町）

・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）

総括（計画期間における達成度、効果、今後の方針等）

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間の無料シャトルバスを運行した。（新居浜市太鼓祭り推進委員会）

・三津浜～レスパス間の無料送迎バスを11～３月の期間中に毎週日曜日限定で運行したほか、芸予航路の観光港～レ

スパス間も実施した。（㈱レスパスコーポレーション）

・レトロバスちゃがまる走行事業（ＮＰＯ法人ＰｒｏｊｅｃｔＡＹ．）

取　組　内　容実施者

（３）（３）（３）（３）

事業実績



 

15 

  

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

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

・南予食の祭典（全国丼サミットうわじま）

・内子ワインを核とした観光連携強化推進事業（観光集客力向上支援事業）

　「内子夢わいん発表会」の開催及びキャラバン隊の結成やポスター、パンフレットの作成による情報発信を支援した。

・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

・「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。

・Ｂ級ご当地グルメの祭典及びＢ-１グランプリへの出典事業（今治市）

・レモンポーク丼普及事業（上島町）

・伊豫国「あじの郷」づくり事業（伊予市）

・ご当地グルメ開発事業（伊方町）

・Ｏ級ご当地グルメコンテスト（大洲市）

・しし肉活用研究大会（西予市）

・森の国ブランド推進事業（松野町）

・農産物生産販売の育成強化（鬼北町）

実施者

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

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

・観光ガイドマップ『「源平ゆかりの地」めぐり』（伊予市観光協会）

（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

・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、「森の国「戦国絵巻」のまちづくり」や「赤ちゃんに優しい温泉地づくり」など、歴史や

文化等の発掘による観光資源づくりを支援した。

・近代化遺産や史跡、工場などを活用した新たな観光ルートを創出した。

・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。

・おイネ事業（西予市）

　西予“幕末ガール”応援隊の結成及び幕末ガールを鑑賞してのおイネさんへの手紙募集を行いＰＲした。　　　など

（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

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）
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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

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）

・地域産業観光ルート開発事業（伊予商工会議所）

実施者 取　組　内　容

県

民間

市町

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受入体制の整備とともに、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。（実績：被災２県から８校、４１２名）

・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、現地説明会（２回）及び四国視察ツアーを実施した。本県視察においては、松山

城見学、道後温泉見学、しまなみの急流体験等をメニューにしてPRした。

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。

・今治市島嶼部と上島町で設立した、しまなみグリーンツーリズム協会において、子供体験学習や修学旅行生の体験受

入等をサポートした。（上島町、今治市）

・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）

　市内企業にも本事業を広く周知するため、地元の商工会議所を通じてPRしたほか、企業研修プログラムの紹介やモデ

ルコースなど企業研修旅行に必要とされる情報を発信するホームページを制作した。また、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へ広告を掲載するとともに、本市への企業研修旅行の誘致について協力

をいただけるよう営業活動を実施した。

・修学旅行誘致推進（砥部町、大洲市、内子町）

（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

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

市町

・ヘルスツーリズム推進のため、プロジェクトチームで検討を重ね、「クアテルメ宝泉坊」を拠点にモニターツアーを実施し

た。

・グリーンツーリズム推進のため、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・強化及び

「農林漁業体験＋農林漁家泊」を活用した、修学旅行等教育旅行の誘致を行った。

・エコツーリズム推進のため、四国４県が一体となって情報発信等に取り組むとともに、人材育成、情報発信、交流イベン

トを実施したほか、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。

・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）

・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）

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。

施策名 ④体験教育型観光プログラムの作成

民間 －

取　組　内　容実施者

（１）（１）（１）（１）

事業実績
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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

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

・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。

・商工会等地域活性化支援事業
・広域連携による着地型観光商品開発事業（愛媛県観光集客力向上支援事業）

　広域連携「共通パスポート」を企画・開発（松山市、伊予市、大洲市、西予市、内子町）したほか、交流プログラムの磨き
上げ、「担い手」育成支援による商品化を促進し、滞在促進を目的とした「広域観光・交流プログラム情報」を発信した。

・旅行商品造成促進事業（南予観光パワーアップ推進事業）
　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、誘客を促進した。

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 ・ビジターセンター事業（内子町）

実施者

民間

・着地型旅行商品造成事業（佐田岬ツーリズム協会、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。
・宇和島市観光素材のブラッシュアップ（宇和島市観光協会）

２４年度における映画ロケの実績は、「真夏の方程式」、「潔く柔く」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、今年度は台湾
ドラマ「アリスへの奇跡」、ハリウッド映画「X-MEN(ZERO)続編」、映画「瀬戸内海賊物語」、「真夏の方程式」、日本テレビ

映画「潔く柔く」などに協力した。
・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、実際のロケに対して支援を行った。

（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

・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、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。

（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

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）
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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

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

・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や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、ツアー等を開発したほか、
「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した。

・東温市モニターツアー（東温市観光物産協会）

　地域資源の活用で地域の活性化を考えている地区においてモニターツアーを開催することで、その地区での今後の取

り組みを模索した。

・どぶろくオーナー制度（どぶろく工房「由紀っ娘」）

　どぶろく工房「由紀っ娘」の田んぼを用いてどぶろくオーナー制度をつくり、どぶろくの原料となる米作り体験を企画し、5
月に行われた田植えには30人以上が参加した。秋には再びオーナーが集まって稲刈りを実施し、体験者には植えた米の

どぶろくをプレゼントした。

・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」をセットにした商品や観劇と終演後のバックステージツアーをセットに

した商品を販売した。

・東温市の隠れた魅力を楽しむ「観光モニターツアー」の実施（東温市観光物産協会）

　平成24年度に実施した「東温版エコミュージアム・エコツーリズム実現事業」の一環として、東温市の名所や観光ポイン
ト・味どころ・温泉を巡り、魅力を体験してもらった。平成24年度は3コース作成し、モニターを募り東温市の魅力発信に取

り組んだ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

（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

市町

・愛媛県宇和島圏域観光振興イベント実施事業費（えひめ南予いやし博2012）

　キャニオニング（松野町：滑床渓谷）やシーウォーカー（愛南町）といった体験型の観光メニューを開発した。

・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。

・地域まちづくり活性化事業（今治市）
　観光課所管の施設である宮窪カレイ山展望公園の指定管理者であるNPO法人能島の里に対し、従来からの地場産業

である大島石の産出でできた石切り場を利用した石文化体験ツアーに補助金を支出した。

・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。

・石窯を活用した消費者交流活動支援事業（久万高原町）

　石窯設置に関する支援を実施した。また、７月から１１月まで、石窯設置事務所が休日当番制でピザ焼き体験の受け入
れを行った。（石窯ネットワーク）

・えひめ南予いやし博プラス八幡浜観光バスツアー（八幡浜市）

　えひめ南予いやし博への参加に加えて八幡浜市を周遊するバスツアーを企画したほか、参加者へのアンケート調査を

実施し、旅行業者のニーズを把握した。

・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。

・被災地修学旅行の受け入れ事業（西予市）

　①重要伝統的建造物郡保存地区「卯之町の町並み」の見学及び開明学校での「明治の授業体験」、②宇和米博物館で

の雑巾がけ体験、③西予市明浜町の特産品を使用した「明浜ちりめん丼」の昼食、④明浜段々畑でのみかん狩り体験を

企画・実施した。

・体験旅行商品開発事業（伊方町）

　体験旅行商品を開発し、商品化する場合において、備品の購入及び設備改修の一部を助成した。
・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）

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。
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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

市町

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準備事業

　広島県や関係市町と連携して開催する「しまのわ２０１４」のメインイベントとして、しまなみ海道での、「国際的サイクリン

グ大会」の実現を目指しており、平成２５年度に「しまのわサイクリング２０１３」の準備を進めた。

・サイクリング情報発信事業

　県、市町、関係団体等と連携して「愛媛マルゴト自転車道」構想を推進するため、観光情報等を盛り込んだ全県版サイク

リングコースマップ（多言語）を作成した。

・しまなみ自転車旅行サポートシステム開発事業

　しまなみ海道において、自転車旅行者が身軽にサイクリングを楽しめるよう自転車旅行周遊中の荷物を目的地へ直送で

きる運搬システムを構築するため、荷物運搬サービスの検討及び社会実験を行った。

・しまなみサイクリスト交流創出事業

　サイクルオアシスの担い手スキルアップ研修やサイクルトレインの運行のほか、サイクリスト向けの自転車旅行ガイド

ブックの企画・編集及び発行等の事業を実施した。

・しまなみサイクリスト施設緊急整備事業

　サイクルオアシスや道の駅等大型施設において、サイクルスタンドやパンク修理道具などを整備し、サイクリストの利便

性向上を図った。

・瀬戸内海ブランド化誘客促進事業

　広島県、中国運輸局等と連携して、旅行エージェントや、メディア、サイクリング関係者等を対象とした観光説明会（24年

9月、旅行エージェント及びメディア　46社65名）を台湾・台北市で開催するとともに、旅行エージェントを招請して視察ツ

アー（旅行エージェント6社6名）を実施した。

・台湾サイクリングツアー訪問団受入事業

　世界最大の自転車メーカー・ジャイアント社の劉会長を代表とする台湾からのサイクリングツアー訪問団について、県内

の移動や自転車の運搬等について支援を行うとともに、歓迎レセプション等を実施した。（開催時期24年5月10日～15日）

・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。

・サイクリング拠点・コース整備事業（愛媛県観光集客力向上支援事業）

　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した。

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。

・しまなみ海道レンタサイクル事業（今治市）

　しまなみ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・運用した。

・JR今治駅前臨時レンタサイクルターミナル運営事業（今治市）

　ＪＲ今治駅に隣接してレンタサイクルターミナルを設置し、市内中心市街地の観光の起点としてレンタサイクルの貸出しを

行うとともに、しまなみ海道レンタサイクルに連携した運用を行った。

・サイクリングモニターツアー実施事前調査（上島町）

・石鎚山ヒルクライム開催事業（久万高原町）

　開催日時　平成２４年９月３０日（日）　（申込者数６５７人、出走者数　３３５人、完走者数　３２９人）

・自転車で楽しむ環境整備事業（内子町）

　五十崎地区や大瀬地区など、比較的平坦で安全な環境をコース設定し、パンフレットなどでＰＲするとともに、レンタサイ

クルを活用した。

・サイクリングルートの作成（宇和島市）

・森の国ライド2012　四万十川サイクルトレインモニターツアー（松野町）

・予土線沿線サイクリング魅力向上事業（鬼北町）

　サイクルトレインの運行、キャラバン隊によるＰＲ活動、サイクルイベント実施に向けての協議会を開催した。

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 ⑧自転車観光の振興

民間

・レンタサイクル事業（西条市観光協会）

　レンタサイクルの整備（１０台　内２台は電動）及び市街地のうちぬきや水のスポットをガイドと自転車巡るコースを作成

し、ツアーを実施した。

・観光レンタサイクル事業（伊予市トライアスロン大会inふたみ実行委員会）

　「しずむ夕日が立ちどまる町」・伊予市双海町で開催し、観光振興と交流人口の拡大を基盤とするサービス産業の振興、

地域や文化を越えた交流の促進、参加者及び市民の心と体の健康の増進に寄与した。

・レンタサイクル事業（ＮＰＯ法人ＰｒｏｊｅｃｔＡＹ．（内子町））

　ＪＲ内子駅構内での観光振興拠点施設において、レンタサイクル事業を実施した。

・レンタサイクル事業（宇和島市観光協会）

　設置場所をＪＲ構内に置き、特にＪＲにて来られたお客様に安価（１時間９９円）にて提供した。

取　組　内　容実施者

（１）（１）（１）（１）

事業実績
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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

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
・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。

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及び市民で灯そう10万の光事業（四国中央市）
・岩城積善山トイレ整備事業（上島町）

・鹿島賑わい活性化事業（松山市）
・長曽池キャンプ場管理舎解体及び東屋新築（砥部町）

・町並み整備及び卯之町駅前づくり事業（西予市）
・歴史的景観整備事業及び社会資本整備事業（内子町）

・花いっぱい運動推進事業（伊方町）
・観光施設整備事業（宇和島市）

・外泊｢石垣の里｣ｵｰﾌﾟﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ構想推進事業（愛南町）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

実施者

民間

・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

図った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

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。

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

・国内誘致活動セールスのほか、国際ミーティングエキスポへの参加及び中国・四国地区コンベンション誘致懇談会を開

催した。また、コンベンションを支援（開催助成金の交付、歓迎用看板の掲出、ボランティアの派遣、郷土芸能の提供等）
するとともに、「ようおいでたなもし」（観光施設等クーポン付パンフレット）およびアームバッグの作成、提供を行った。（松

山観光コンベンション協会）

（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

・国際ミーティング・エキスポ（ＩＭＥ2012）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

活動を行ったほか、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た助成金額をコンベンション開催者に対し助成した。

・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）

・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）

（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

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）
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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

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

　地域に根差した商店街づくりを目指している西条紺屋町商店街において、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するなど情報発信を行った。また、市町補助事業により「城山・ロープウェー街お月見大作戦」

や「合同夜市」の開催など、イベント実施により商店街に誘客を図る取り組みや、地元アイドルと商店街の連携による情報

発信など、商店街のイメージアップを図る取組みに対して支援を行った。

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）

施策名 ⑫観光客が歩いて楽しい商店街づくり

・集中送客キャンペーン誘致事業

　大手旅行会社による集中送客キャンペーンを誘致し、持続的な観光客誘致に取り組んだ。

・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。

・上島町ツーリズム協会発足協議（上島町）

　上島町の観光にグリーンツーリズムの体験を含めたツーリズム協会を立ち上げる協議を行った。

・観光ＰＲキャラバン隊（長崎、広島）事業（東温市）

　長崎方面へは7月2日から4日に、坊っちゃん劇場（計2名）と市観光物産協会会長、西予市（計5名）と共に19箇所の訪問

を行った。広島方面へは2月12日から14日に、市観光物産協会会長、坊っちゃん劇場代表取締役社長、坊っちゃん劇場

役者と共に20箇所の訪問を行った。

・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たほか、町内外の

観光・物産展等に町内企業と共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）

実施者 取　組　内　容

県

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

・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。（企業組合内子ツーリズム）

・赤ワイン、ロゼ、白ワインを製造して、ワインに相応しいメニューを開発してレストランも経営している。（企業組合内子夢

ワイン）

民間
・イルミネーション装飾事業（川之江栄町商店街）

・第25回女性の祭典「五色姫復活祭」（伊予市商業協同組合）

・おひなまつり事業（六日市まちづくり実行委員会）

取　組　内　容

事業実績

市町

・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（紙まつり）を開催した。（四国中央市）

・久万町商店街にぎわい再生戦略策定事業（久万高原町）

　全国の先進事例の研究（講師招聘による講演会開催）に加え、平成２４年度は４回の会合を持ち、現状把握やアンケー

ト結果の分析を行った。課題に対して、３分科会を設け、具体的な対応方針の策定を行った。

（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

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
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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

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、２５年度に「えひめファン倶楽部」や「えひめパスポート」を創設する。

取　組　内　容

県 えひめファンを増加させるための仕組みについて検討し、平成２５年度当初予算に計上した。

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 ―

実施者

民間 ―

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

―

（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

・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。

成川渓谷休養センターの宿泊利用者に、アンケートを実施し、経営や施設管理に活用した。（鬼北町）

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

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）
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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

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

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。（四国中央市内印刷業者）

実施者 取　組　内　容

県

民間

市町

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

　松山空港の案内所には英語対応が可能な職員を、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）を新たに設置し、交通や観光などについて外国語での対応を行った。
・受入環境整備事業

　国の、訪日外国人旅行者の受入環境整備に係る外客受入地方拠点整備事業を活用して、松山市や関係機関と協議の

うえ、外国人旅行者が宿泊施設や飲食施設等で使用できる基本的なコミュニケーションツール等を多言語で作成した。

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。

・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、内子町、愛南町）

（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

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

市町

・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）

　道後温泉旅館組合において、「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。

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）

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　容実施者

（３）（３）（３）（３）

事業実績
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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

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
・伊予市観光福祉ガイドマップ整備事業（伊予市）
伊予市内の高齢者、障害者、その介護施設担当者等を対象とした観光・公共施設、体験スポット等の情報 (身障者用トイ

レ、駐車場の整備状況、大型バス駐車場等)をまとめた観光福祉ガイドマップと台帳の作成した。

実施者

民間 ・少子高齢化が深刻な久万高原町で、町が活性化に向けて取り組んでいる施策を学習した。（久万高原町・美川中学校）

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

―

（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

・しまなみサイクリングロードのブルーライン整備
　しまなみ海道のサイクリングロードにおいて、本州から四国まで統一した案内を行うことを目的に、ブルーのラインで

ルートを示したサイクリング案内標示を整備しており、本県側の23.7kmでブルーラインを整備した。今後も県内のサイクリ
ングコースで順次、整備を進める。

・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、
伊予市、大洲市、内子町、宇和島市、松野町、鬼北町）

（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

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）
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