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◆香川経済同友会 令和 2 年度第 2 回観光振興委員会 講演
< 実施日：7 月 29 日（水）日本版持続可能な観光指標への取組み WEB 講演会（香川県高松市）>
香川経済同友会からの依頼により、当機構が推進する
「日本版持続可能な観光指標」とその取り組みについて、
WEB 講演会を行いました。
（参加者 38 名）
冒頭に「とっておき！四国」キャンペーンの概要に触れ、
当機構の概要を説明。その後、2020 年度の SDGs 未来都市
に、高知県土佐町、愛媛県松山市、香川県三豊市が選ばれ
たことや観光庁が推進する「日本版持続可能な観光指標」
の概要を説明しました。
当機構は、この指標への取組み拡大を一つの戦略として、引き続き推進してまいります。
（機構参加者：桑村本部長）

◆せとうち観光推進機構との意見交換
< 実施日：7 月 30 日（木）広域連携 DMO 同士での連携、棲み分けの意見交換（広島県広島市）>
広域連携 DMO 同士での今後の連携や業務の棲み分けについての意見交換を行いました。
当機構の現状と対策を説明した後、せとうち DMO の現状を説明いただきました。また、四国の
うち３県が当機構と重なって所属しているため、今後、訪日旅行が復活してきた場合の連携につ
いて意見交換を行いました。
（機構参加者：桑村本部長）

◆プレスリリース：とっておき！四国キャンペーン
< 実施日：8 月 4 日（火） サンポートホール高松 >

概要

四国の観光復興を目的とした「とっておき！四国キャンペーン」の詳細内容について、記者会
見を実施しました。
（別添：記者発表資料）
四国を旅した時のとっておきのエピソードと、それにまつわる写真を募集する「私のとってお
き！四国エピソードコンテスト」や、当キャンペーンの目玉事業である、四国の人気観光施設を
便利でおトクに巡ることができる旅アプリ「四国旅ぱす。」を打ち出し、誘客とともに、四国の魅
力を再発見していただく機会にすべく取組みをスタートしました。
8 月 31 日現在、
「私のとっておき！四
国エピソードコンテスト（夏部門）
」は
32 件の応募をいただき、
「四国旅ぱす。
」
では、アンケートに回答いただいた先
着 2,020 名を対象とした 6 ポイント無
料プレゼントの配布が終了しました。
今後も宣伝告知に取り組み、事業を
展開してまいります。
（機構参加者：桑村本部長）

（特設サイト：https://totteoki-shikoku.com/）
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◆高知県議会・観光関係者による ATWS（ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾂｰﾘｽﾞﾑﾜｰﾙﾄﾞｻﾐｯﾄ）
北海道経済産業局、北海道経済部、実行委員会事務局訪問 同行
< 実施日：8 月 17 日（月） 北海道札幌市 >
AT（ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾂｰﾘｽﾞﾑ）は、欧米圏で発達した体験型
観光の一つであり、世界で約 72 兆円の巨大なマーケッ
トになっています。
また、2021 年 9 月には、札幌で ATWS
（ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰﾂｰﾘｽﾞﾑﾜｰﾙﾄﾞｻﾐｯﾄ）の開催が予定されてい
ます。北海道は、アジア初のサミット開催誘致に成功
し、海外富裕層を中心とする AT 旅行者による経済効果
と北海道の知名度アップが期待されています。
当機構も今後、四国での AT への取組みを検討しており、今回、高知県の視察団に同行し、意見
交換を行って参りました。AT 推進本部は、2021 年 9 月の ATWS 前に、日本国内で BtoB 対象の FAM
ツアーも予定しています。
（機構参加者：桑村本部長）

◆高知県内 DMO 等との意見交換
< 実施日：8 月 20 日（木） 高知市文化プラザかるぽーと >
本年 4 月、観光庁から「観光地域づくり法人の登録
制度に関するガイドライン」が公表されたことを受け、
各 DMO の役割分担を確認するために（一社）高知県
東部観光協議会、
（一社）幡多広域観光協議会、
（一社）
物部川 DMO 協議会及び（公財）高知県観光コンベン
ション協会に参加いただき、意見交換を実施しました。
当機構の本年度事業や GSTC 認証に向けた取組み
について説明後、各団体の現状や課題事項を伺い、広
域連携 DMO として当機構に求められる役割を確認しました。当機構では、引き続き関係団体と
の連携をより一層強めながら四国全体の観光振興に取り組んでまいります。
（機構参加者：桑村本部長 ほか６名）

◆インバウンド誘客に向けた新型コロナウイルス対策セミナーを開催
< 実施日：8 月 20 日（木） 高知市文化プラザかるぽーと >
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、会員各位や
四国内の DMO などを対象に、今後のインバウンド誘客
において必要となる取組みや注意点について考えるセ
ミナーを 8 月 20 日、高知県で実施しました。
講師には、現在、四国コンシェルジュデスクとして、
当機構への外国語での問い合わせに対応いただいてい
るグルネウォルド夫妻をお招きし、訪日外国人観光客の
多い中国（香港を含む）
、台湾、韓国の現状や各国で実施
されている感染症対策について講演いただきました。
日本と同じく、各国でも国内観光に大きな伸びが見ら
れる一方、感染症対策に関しては、海外では非常にスピ
ード感をもった対応が行われる中、日本では休業要請や
個人情報の取扱いなど、非常に慎重に物事を進める傾向
にあるとのお話をいただきました。
本セミナーは、今後のインバウンド誘客に当たり、安全性の確保などの検討に役立てていただ
けるよう、四国各県で開催を予定しています。
［9/3 徳島県、9/4 香川県、9/11 愛媛県］
（機構参加者：桑村本部長 ほか７名）
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◆第１回意見交換会を開催
< 実施日：8 月 20 日（木） 高知市文化プラザかるぽーと >
8 月 20 日、高知市文化プラザ
かるぽーとにおいて、第１回意見
交換会を開催しました。
協賛会員、顧問及び高知県内の
賛助会員の皆様にご出席いただ
き、事業推進本部から本年度事業
の中間報告や今後の事業計画を
ご説明しました。
また、出席いただいた四国 4 県
のご担当者からも各県の状況をお伺いし、いずれの県もコロナ禍の影響が色濃く、観光復興に向
けた取組みが進められていることから、これまで以上に情報連携を密にし、四国が一つとなって
観光振興に取り組んでいくことを確認しました。
（機構参加者：桑村本部長 ほか７名）

◆第４回四国デスティネーションキャンペーン推進委員会を開催
< 実施日：8 月 27 日（木） サンポートホール高松 >
今年度初の会合となる第 4 回四国デスティ
ネーションキャンペーン（DC）推進委員会を
開催しました。
当日は、長期化する新型コロナウイルス
感染症問題を見据え、今年 11 月に開催を
予定している「全国宣伝販売促進会議」実施
可否判断の基準や見極めるタイミングの他、
感染拡大防止策を講じたうえで開催する全
国会議の当初計画からの変更点などについ
て、7 月 31 日に開催した実行委員会での案を事務局から提案させていただきました。
今後ともコロナ感染症対応に万全を期すことはもとより、全国宣伝販売促進会議及びエキス
カーションが DC 本期間へ向けての順調な滑り出しとなるよう関係の皆様との連携強化に努め、
引き続き取り組んでまいります。
（機構参加者：桑村本部長 ほか 8 名）
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8月以降の主な予定表
区分

8月

9月

10月

11月

12月

1月

四国版トラベルサブスクリプション「四国旅ぱす。」（～2021年3月末）

国内

私のとっておき！四国エピソードコンテスト（～2021年3月末）
○夏部門：10/15〆切
○秋部門：1/15〆切
○冬部門：4/15〆切

四国DC全国宣伝販売
促進会議
11/10～12

海外

香港BookFair
12/16～22

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）

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

ツーリズムEXPO（東京）
1/7～9

第１回意見交換会
（高知県開催）
8/20
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代表理事の主な動静
８月１３日（木） 四国経済連合会 訪問
※当機構の会議：８月４日（火）
、１８日（火） 推進会議

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）
・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）
・小豆島復路フェリー無料キャンペーン
２０２０年８月２７日（木）～２０２０年１１月１０日（火）
※対象：四国地区在住者（新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、適宜拡大予定）

（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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