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◆首都圏での情報発信 東京地区観光担当者会との連携
〈 実施日：7 月 1 日（水）香川県東京事務所（東京都千代田区 都道府県会館内） 〉
四国 4 県、JR 四国、本四高速の東京駐在の観光担当者会議に
出席し、コロナ禍における四ツ創の取り組みと事業計画をご説
明いたしました。
また、首都圏での情報発信は重要であり、今後のマスコミを対
象とした四国ブロック情報交換会や、観光商談会についての情
報共有と今後の方向性について意見交換を行いました。
なお、東京都は感染拡大が続いており、会議開催にあたっては
その防止策として、出席人数の調整やアクリル板の設置など、
配慮いただきました。
（機構参加者：桑村本部長、木本 TM）

◆持続可能な観光地マネジメント推進に関する自治体向け説明会への出席
〈 実施日：7 月 3 日（金）奈良県コンベンションセンター（奈良県奈良市） 〉
国連世界観光機関（UNWTO）主催の「持続可能な
観光地づくり推進国際ネットワーク（INSTO）等を
活用した持続可能な観光地マネジメントの推進に
関する自治体向け意見交換会・説明会」に出席して
まいりました。
奈良県には日本で唯一の UNWTO 駐日事務所があ
り、彼の地での開催となりましたが、観光庁はじ
め、全国の自治体から 109 名の参加がありました。
説明会では、INSTO の機能や目的、また今後の活用
に関しての説明や、観光庁を含めた持続可能な観光への取り組み、沖縄県や岐阜県などの取り組
み先進地域での事例紹介等があり、今後の四国での持続可能な観光への推進に大変有益な情報が
得られました。
（機構参加者：桑村本部長、木本 TM）

◆四万十市へ持続可能な観光推進についてのご提案
〈 実施日：7 月 17 日（金）高知県四万十市役所 〉
四ツ創として今年度から、観光地域としてのブランド化、国際
競争力の向上をはかるべく、持続可能な観光への取り組みを推
進しておりますが、その趣旨に賛同いただいております幡多広
域地区の中核都市である四万十市へお伺いしました。
6 月下旬に、観光庁から「日本版持続可能な観光ガイドライン」
がリリースされており、これらの活用を含めた今後の取り組み
についてのご提案と意見交換を行ってまいりました。
既に幡多広域観光協議会に属する６市町村の首長や各自治体
の観光部局担当者を中心に構成される定例会合で幡多広域地区
での推進について合意形成が為されているということで、今後
は幡多広域観光協議会を中心に、まずは各地域での日本版ガイ
ドラインに基づいた取り組み分析（プロフィール作成）から着手頂くこととなりました。
これを契機に、今後当該エリアでの人材育成や関係者を巻き込んだ推進体制の構築に進めて行
きたいと考えております。
（機構参加者：桑村本部長、木本 TM）
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◆国土交通省 佐々木政務官 意見交換会
〈 実施日：7 月 9 日（木）サンポート合同庁舎（香川県高松市内） 〉
地域経済の回復に向けて、国土交通省所管の観光・交通分野等の現場における実情及び課題を
踏まえて、With コロナ・ポストコロナの取組みに反映させていくため、政務三役が分担して各地
域を回りました。関係業界等から意見を聞くため、当機構からは、半井代表理事が出席しました。
半井代表理事からは、コロナ前後の四国の観光動向や、当機構の今後の取組みについて説明し、
Go To トラベルキャンペーンについては、観光業者にとって使い勝手の良い運用と、予算配分の
地域バランスの検討を要望いたしました。
（機構参加者：半井代表理事、桑村本部長）

◆４県知事との意見交換
< 実施日：7 月 6 日（月）香川県庁 > < 実施日：7 月 15 日（水）愛媛県庁 >
< 実施日：7 月 16 日（木）高知県庁 > < 実施日：7 月 27 日（月）徳島県庁 >
当機構は、四国経済連合会様と協力し、四国４県や四国アライアンス様にも意見を伺いながら、
2021 年度から 2025 年度までの四国の観光ビジョンを策定することを決定しました。
あわせて、上記日時にて、半井代表理事と佐伯（四国経済連合会）会長の２名で各県知事様へ
説明に伺いました。また、その席上、当機構が実施する「とっておき！四国」キャンペーンの概
要についても説明いたしました。
（機構参加者：半井代表理事、桑村本部長）

◆ 四国アライアンス 各行役員との意見交換
< 実施日：7 月 13 日（月）百十四銀行 > < 実施日：7 月 15 日（水）伊予銀行 >
< 実施日：7 月 16 日（木）四国銀行 > < 実施日：7 月 27 日（月）阿波銀行 >
四国経済連合会様と協力し、四国の観光ビジョンを
策定することについて、四国アライアンス様にも協力
いただき、観光分野で同じ方向性をもって連携・協調し
ていくことを依頼させていただくため、上記日時にて、
半井代表理事と佐伯（四国経済連合会）会長の２名で各
行役員へ説明に伺いました。
また、その席上、
「とっておき！四国」キャンペーン
の概要についても説明いたしました。
（機構参加者：半井代表理事、桑村本部長）

◆新・足摺海洋館「ＳＡＴＯＵＭＩ」ＧＲＡＮＤ ＯＰＥＮ！
足摺宇和海国立公園竜串ビジターセンター「うみのわ」開館
< 実施日：7 月 18 日（土） 高知県土佐清水市 >
足摺観光の拠点の１つである竜串エリアは、古くから
豪快優美、風光明媚な景勝地として知られています。竜串
の地形や地質、植生、野性生物、海中景観、環境等を大切
に守り、大きく活かしていくために、エリア全体が大きな
自然のミュージアムとして生まれ変わりました。
足摺宇和海国立公園唯一のビジターセンターとして、
環境省が設置し、土佐清水市が運営する「うみのわ」の開
館記念式典も行われました。
（機構参加者：桑村本部長）
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◆令和２年度第１回インバウンド担当課室長会議を開催
< 実施日：7 月 20 日（月） サンポート高松 62 会議室 >
2020 年７月 20 日（月）
、サンポート高松 62 会議室
にて第１回インバウンド担当課室長会議を開催いたし
ました。
本会では、当機構の 2020 年度事業方針及び進捗報
告を行いました。また、四国４県、ＪＲ四国の課室長
から今年度事業の実施状況やコロナ禍に対応した事業
の実施方針などのご報告をいただきました。
今年度のインバウンド事業は国内事業と同様に先行
きが見えない状況ではありますが、今後も引続き意見
交換等を行いながら事業を実施していきます。
（機構参加者：桑村本部長、漆原副本部長、佐藤ＴＭ、清家Ｍ、谷（由）Ｍ、濱口Ｍ）

◆機構 HP にフランス語サイトを開設
東アジア４市場とアメリカに次いで四国への訪日外国人宿泊者数が多く、お遍路等の日本文化
への関心も高いフランス市場に向けて情報を発信するため、フランス語サイトを開設しました。
他の多言語サイトと同じく、四国各県の観光スポット情報や四国遍路の特集などを掲載しており
ますので、ぜひご活用ください。
（https://shikoku-tourism.com/fr）
今後も観光スポットを随時追加するなど、渡航解禁後を見据えて積極的な情報発信に努めて参
ります。

NEW！
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7月 以 降 の 主 な 予 定 表
区分

7月

8月

9月

10月

11月

四国版トラベルサブスプリクショ ン「四国旅ぱす。」

私のとっておき！四国

エピソードコンテスト（夏部門）

私のとっておき！四国

エピソードコンテスト（秋部門）

国内
四国DC全国宣伝販売
促進会議
11/10～12

新型コロナウイルス対策セミナー
8/20（高知県）、9/3（徳島県）
9/4（香川県）、9/11（愛媛県）

海外
JNTOシンガポール事務所
オンラインイベント（中継：高松）
8/29

総務

第１回意見交換会
（高知県開催）
8/20
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インバウンド商談会（高松）
11/11
※ 終了後、 ファ ムツアー
（各県に分かれ1泊2日）

12月

代表理事の主な動静
７月 ６日（月）
１３日（月）
１５日（水）
１６日（木）
２７日（月）

香川県知事 訪問
百十四銀行頭取 訪問
ＮＨＫ松山拠点放送局長、愛媛県知事、伊予銀行会長・頭取 訪問
四国銀行頭取、高知県知事 訪問
阿波銀行頭取、徳島県知事 訪問

※当機構の会議：７月７日（火）
、２１日（火） 推進会議

講演等
７月２９日（水） 香川経済同友会 講演（桑村本部長）
３０日（木） 福山市立培遠中学校 講演（桑村本部長）

後援・協賛等
・ミュージアム８８カードラリーin 四国
募集期間：２０１９年１０月１日（火）～２０２１年９月３０日（木）
レクイエム

・ミュージカル～おかやま桃太郎伝説～「鬼の鎮魂歌」
２０２０年６月７日（日）～２０２１年３月１５日（月）
※新型コロナウイルスの感染予防対策として、当面の間、土日を中心に週２回程度講演予定。

・讃岐うどん味・アートめぐり（琴参バス）
２０２０年４月１日（水）～２０２１年３月３１日（水）
※新型コロナウイルス感染症対策として、4/18（土）以降、当面の間は運休。

・四国コンテンツ映像フェスタ２０２０
募集期間：２０２０年５月２８日（木）～２０２０年１０月２７日（火）

（一社）四国ツーリズム創造機構
事業推進本部
経営企画チーム 安藤、濱口
ＴＥＬ 087-813-0431
ＦＡＸ 087-813-0312
・Facebook https://www.facebook.com/tourismshikoku2
・Instagram https://www.instagram.com/shikokutourism/?hl=ja
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