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［共通編］
【１】背景
本事業は、観光庁と日本政府観光局（JNTO）が連携して展開している欧米豪９市場（独・英・
仏・米・加・豪・伊・西・露）の訪日無関心層をターゲットとした「Enjoy my Japan グローバル
キャンペーン」に対応した新たな滞在型コンテンツ等の創出を行うことを目的とするものであ
る。
海外旅行で体験したいこと

昨今の外国人遍路の嗜好は多
岐に亘るが、観光庁の調査「体験
型観光コンテンツ市場の概観」に
よると、「海外旅行で体験したい
こと」については、
「豊かな自然」
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「街並み、有名な建築」
「その国の
歴史や遺跡」
「地域の食やお酒」等
に類するコンテンツが上位を占
めており、「海外旅行に期待する
海外旅行に期待すること

こと」については「現地でしか体
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験できないこと、本物の体験」
「じ
っくり時間をかける」「家族や知
人に話せるような面白い体験」が
上位を占める。従来の富士山、桜、
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寺社仏閣といった典型的なイメ
ージだけでなく、豊かな自然・ア

「体験型観光コンテンツ市場の概観」観光庁（平成 31 年 3 月）による

ウトドアアクティビティ、日本
食にとどまらない食の魅力、伝

訪日グローバルキャンペーン

統芸術に加え世界から注目され

海外の旅行者の７つのパッション

る現代アートなど豊かな四国の

Tradition

魅力を発信することが必要とな

Outdoor

Nature

る。
本事業では、四国地区でしか
体験することのできない観光資

Art

Relaxation

Cuisine

City

源であり、重要な文化遺産であ
る四国遍路「Shikoku88」をテー
マとした滞在型コンテンツを造
成し、訪日無関心層に向けて訴
求を図る。本事業は「本格派向
けコンテンツ造成に係る事業」
と「ライト層向けコンテンツ造
成に係る事業」の２つの方向か

欧米豪主要６カ国において大規模アンケート調査を実施し、自然
や文化の分野に跨る７つの主要パッション（興味関心）を特定。
•
•
•
•
•
•
•

Tradition 伝統文化や歴史的遺跡・建築などを楽しむ
Cuisine 食事やお酒を楽しむ
City 大都市の刺激、エンターテインメントを楽しむ
Nature 豊かな自然を楽しむ
Art アートやデザインを楽しむ
Relaxation リゾートや宿泊施設での滞在を楽しむ
Outdoor アウトドアアクティビティを楽しむ

らの取り組みを行った。
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【２】事業全体の実施状況
１． 実施項目
事業実施にあたっては、下表のとおり、①ターゲット層に訴求する２つのタイプの滞在型コン
テンツ（本格派向けコンテンツ及びライト層向けコンテンツ）を企画開発し、②コンテンツ造成
に付随する情報拠点の整備を行うとともに、③コンテンツ造成及び造成後の運営に不可欠な地
域住民の意識醸成をはかるため、必要な施策を実施した。
実施項目

コ
ン
テ
ン
ツ
の
開
発
・
造
成

情
報
拠
点
整
備

実施概要
外国人及び専門家 10 名の意見・助言を
基にコンテンツを造成
「最もニーズが高い１泊を標準とし、
短縮及びオプション付きを加えること
が効果的」との専門家の意見を反映し
て、３つのプランを造成した。
・日帰りプラン
・短期プラン（１泊２日程度）
・オプショナルプラン

本格派向
けコンテ
ンツ

「Shikoku88」の完歩を目指す外国人
を対象として、四国遍路のスタート
の地である徳島県において３つのト
レーニング・プランを造成。
・日帰りプラン
・短期プラン（１泊２日程度）
・オプショナルプラン

ライト層
向けコン
テンツ

周辺観光と併せて、遍路体験もして
みたい外国人を対象とした日帰り又
は１泊２日程度コンテンツを７件以
上造成。

素材集の
作成と滞
在型旅行
商品の提
案

造成したコンテンツをまとめた素材
集を作成する。英語翻訳を必須とし
コンテンツの魅力が伝わる写真など
を貼付する。
造成したコンテンツを活用した滞在
型旅行商品を 4 件以上提案する。

宿坊等

遍路を行う者にとって、灯台的な役
割を担い、造成したコンテンツに紐
付けされた情報拠点となる施設（宿
坊等）を各県１～２カ所程度整備。

四国全体で 25 件整備した。
・徳島県 7 件（内本格派 4 件）
・香川県 4 件
・愛媛県 5 件
・高知県 9 件

それ以外

宿坊以外の既存の施設（おもてなし
ステーション、道の駅を含む）につ
いても視野に入れ、検討。

情報拠点（候補）先への説明にあたって
は資料③等を使用した。
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１泊２日程度のコンテンツを四国全体
で 9 件造成。
・徳島県 2 件
・香川県 2 件
・愛媛県 3 件
・高知県 2 件
本格派向け素材集 1 式（成果物①、②、
⑤、⑥）ライト層向け 1 式（成果物③、
④、⑦、⑧）を作成した。
滞在型旅行商品として本格派向け 1 件、
ライト層向け 4 件（成果物⑪）を作成
した。

２．実施手法
事業を効果的に遂行するため、
（一社）四国ツーリズム創造機構、
（一社）イーストとくしま観
光推進機構との連携により、①コンテンツ開発に関する過去の調査等の活用、②外国人・専門家
によるワークショップの開催、③ガイド等の養成、④海外旅行会社等の招請、⑤地域住民等意識
啓発セミナーを、下表のとおり実施した。
①過去の調査調
事業のデータ
やオープンデ
ータの活用

②ワークショッ
プ等の開催

③コーディネー
ター及びガイ
ドの育成

④海外旅行会社
等の招請とブ
ラッシュアッ
プ

⑤地域住民意識
啓発セミナー
等の実施

実施手法
実施概要
コンテンツ開発にあたり、ニーズの 本事業には以下の調査結果を活用した。
把握、改善点を明確化するために、 ・過去の調査
以下の調査・分析を行う。
「新時代における遍路受入態勢のあり
・過去の調査、オープンデータの活
方調査」
（四国アライアンス・2018 年）
用。
「体験型観光コンテンツ市場の概観」
・過去の調査データに無い項目に
（観光庁・2019 年）
ついて、その項目に特化した調 ・新たな調査
査・分析を実施。
「“歩き遍路”を目的とした欧米豪から
の訪日外国人旅行者の受入環境整備対
策事業」
（百十四経済研究所・2019 年）
コンテンツの開発、検証、課題抽出、 ワークショップを 7 回開催した。
磨き上げを行うため、以下を構成員 ・本格派向け 2 回
とするワークショップを実施
・ライト層向けコンテンツ造成 5 回
DMO、外国人（日本在住の外国人を ・それ以外に検討会 2 回実施。
含む）
、
四国遍路の実態や状況を普
段から把握している関係者、専門
家
造成したコンテンツや情報拠点等 ・徳島県にて本格派向けコーティネータ
で以下の業務を行う人材をピック
ー養成講座を 5 回開催
アップして育成する。人材の育成に ・ライト層向けガイド養成講座を香川
あたっては、実地研修を取り入れて
県、高知県、愛媛県各 1 回、計 3 回開
行う。
催（資料①参照）
・コーディネーター育成 5 回
・コーディネーター、ガイドのためのマ
・ガイド育成 5 回
ニュアルとして成果物⑤、⑥、⑨、⑩
を作成した。
造成されたコンテンツについて、課 3 名を招請し、2 回実施した。各回 2 組
題抽出のためのモニタリングとし に分かれてコンテンツ候補地をモニタ
て海外旅行者等を招請し、検証、修 リングした。
正、磨き上げを行う。
・海外旅行会社と欧米向けに事業を 1 回目（課題抽出）
展開するランドオペレーター等
第 1 組 12 月 9 日～13 日（2 名）
を 3 名選定し、2 回招請。
第 2 組 12 月 19 日～22 日（1 名）
・１回目は課題抽出のためのモニタ 2 回目（修正結果の検証）
リング、2 回目はモニタリングを
第 1 組 2 月 10 日～14 日（2 名）
踏まえた修正結果の検証を行う。
第 2 組 2 月 19 日～24 日（1 名）
コンテンツ造成後の運営、連携に係
る地域住民の理解や協力を得るた
めに、地域住民等意識啓発セミナー
等を実施する。
・セミナー形式 4 回、個別訪問形式
10 回程度
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関係者の理解の浸透や協力要請を効果
的に実施するため、幅広い関係者を巻き
込むべく集合セミナーと個別訪問によ
る説明を企画し実施した。
・座学セミナー2 回（高知県、愛媛県）
・地元住民等への個別訪問 12 回、
・その他松山市内、高松市内の関係業者
先を個別訪問（2 回）
（資料②、③、④を参照）

［第１編］
【３】本格派向けコンテンツ造成事業
１．コンテンツ造成の背景
歩き遍路は、中山間部の過疎地を含む 1,200km・札所 88 ヶ寺を 40～50 日かけて歩く巡礼体験
（回遊型観光コンテンツ）であり、外国人歩き遍路は、生活習慣・文化の異なる環境で長期間過
ごすこととなり、事前のガイダンスや旅ナカの質問・困りごと等へのサポートが特に必要と考え
られている。このような要請に応えるかたちで、有識者やボランティアが徳島県内の霊場や遍路
道において、外国人遍路を支援するためのレクチャーや同行案内を行ってきた。
しかし、近時、歩き遍路に関心を示す欧米豪の外国人旅行者が急増しており、以下の環境変化
を踏まえると、早晩ボランティア等では対応できなくなる状況が予想される。また、札所 88 ヶ
寺を完歩した外国人遍路へのアンケートやインタビューから、歩き遍路が欧米豪の旅行者に対
するキラーコンテンツとして強い訴求力を持つことが明らかになっており、本格派向けコンテ
ンツ造成事業において、欧米豪旅行者の属性・ニーズ等を分析し、四国遍路のスタート地点で、
完歩を目指す外国人歩き遍路のための３つのトレーニング・プランを造成する。
(1) 日本人遍路減少への対応
四国遍路を訪れる旅行者の数は、10
数年前と比べ 4 割程度の大幅な減少に
なっているとのデータが出ており（右
図）、今後も減少が続くとの見方が多数
を占める。そのようななか、札所、遍路
道周辺の地域が旅行消費等を確保する
ためには、外国人歩き遍路の積極的な誘
客は避けられない。
(2) 外国人遍路の増加
世界的な歩く巡礼旅ブーム等を背景
に、四国遍路を完歩する外国人の数は過
去 10 年間で 10 倍という大きな伸び率を
見せているが、人数自体は 500 人程度
（2020 年１年間の予想）にとどまってお
り、今後の施策次第で大幅な伸びが期待
できる。
(3) 先進地域における巡礼体験者の増加
スペイン・サンティアゴ巡礼路、熊野
古道等では、近時、巡礼者に対する受入

資料：四国アライアンス「新時代における遍路受入態勢の
あり方調査 2019 年」より

環境の整備を徹底することで、外国人旅
行者が飛躍的に増加している（右図）
。世
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界文化遺産登録が旅行者の増加に寄与していることは無視できないが、両地域とも、受入環境
の継続的整備が外国人旅行者の大きな伸びに繋がっていると考えられている。
２．調査データの活用
（1）本事業で活用した調査データ
本格派向けトレーニング・プランにおける体験型メニューの内容、コーディネーターが提供
すべきサポート情報や周辺観光情報、訴求力のある巡礼プランの構築方法等を検討する際の参
考として、以下の調査結果を用いた。
① 過去の調査データ
 新時代における遍路受入態勢のあり方調査～遍路宿泊施設の現状・課題等の調査～（四国
アライアンス 2018 年）
・外国人歩き遍路が求める情報や改善点
・情報拠点として活用できる候補場所
・高野山、熊野古道の視察、サンティアゴ巡礼路の文献調査にみる観光地運営の在り方
 「体験型観光コンテンツ市場の概観」世界のコト消費と海外旅行者の意識・実態調査結果
（観光庁 2019 年 3 月）
・海外旅行時の嗜好性（期待する体験価値）
・海外旅行で体験したいコンテンツ
・海外旅行や訪日旅行時の意識・実態
② 追加的に実施した調査
 宿坊、宿泊施設、遍路関係者への聞き取り調査
情報拠点の抽出、地域住民セミナーの開催、地域関係者との情報交換を行うなかで、本事
業の参考となる多くの情報を収集した。
・外国人歩き遍路の困りごとの内容・発生地域
・宿泊施設経営者が歩き遍路やコーディネーターに期待すること
・四国遍路とロングトレール、サイクリングの関り方
・宿泊＋体験型コンテンツ提供の必要性
 「“歩き遍路”を目的とした欧米豪からの訪日外国人旅行者の受入環境整備対策事業」
（2020 年度運輸局事業・百十四経済研究所受託）
並行して実施している遍路関連事業の成果の活用として、欧米豪の歩き遍路のアンケート、
聞き取り、動態調査を活用した。
・外国人歩き遍路による四国遍路への期待と完歩後の満足度
・古道、アスファルト道等、実際に利用した巡礼路
・外国人歩き遍路の困りごと、トラブル等と発生場所
（2）分析結果のコンテンツ造成への活用
本格派向けトレーニング・プランは、
「安全で快適な完歩」という基本コンセプトに加え、
「周辺観光を含めた充実した巡礼体験」という視点が求められる。従って、分析結果を踏まえ、
宿泊、歩き方、困りごと等への対応だけでなく、コーディネーターによる巡礼プラン提案の際
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に、体験型周辺観光まで提案できる水準を目指す。
① 外国人歩き遍路の困りごとやトラブルの解消への取り組み
・利用すべきでない古道や道選びの留意点
・宿泊予約のトラブルを避ける指導
・ベジタリアン、ビーガン等、食事確保の対応
② 外国人旅行者が期待するガイド付きコンテンツの整備と磨き上げ
調査結果で、ガイド付き現地ツアーへの参加意欲が強いことから、以下のことに注力する。
・ガイド付きトレーニング・プランの早期商品化に向けた磨き上げ
・コーディネーターが巡礼途中のガイド付き観光コースを提案できる仕組み造り
③ トレーニング・プランの中で外国人旅行者が期待する体験価値を具現化
国・地域、セグメントに関わらず、全般的に以下の体験項目を高く評価する傾向があり、
コンテンツ造成に当たっては、そのような外国人旅行者の期待を盛り込む。
・現地でしかできないことなど、本物の体験
・じっくり時間をかけて体験
・自分の知識や教養を増やすような、学びのある体験
・家族や友人に話せるような旅先での面白い体験
３．コンテンツの造成
（1）外国人遍路の多様性への対応
四国遍路を、訪日外国人旅行者に対する観光資源として捉えた場合、1,200km を回遊する巡
礼または歩き体験の場として、様々な考え方や価値観を持った多くの外国人旅行者を惹きつけ
る素材となっている。コンテンツ造成にあたっては、外国人遍路が以下のような体験が可能と
なるようなトレーニング・プランを提供することが必要であり、
「本格派向け（トレーニング・
プラン運営指針）
」を作成した。
・四国遍路の歴史、仏教文化、史跡等を知る体験
・トレッキングと周辺観光、自然体験
・日本人の日常に溶け込む体験
・歩き遍路同士の交流、地域の人たちとの交流
（2）上質な観光地運営戦略
四国遍路は、産業空白地帯である四国南部の中山間部を長時間歩く回遊型の体験型観光コン
テンツとして、地域との共存を特に重視すべき観光資源であり、コーディネーターはそのよう
な観点から以下の観点からガイダンスを行うことで、上質な観光地としての発展を目指す。
・宿泊、体験型観光プラン等において一定の旅行消費を促す
・お接待を受けるだけでなく、受けた好意を地域に還流させるような行動を促す
・地域住民との良好な接点を創出できるような交流を促す
（3）コンテンツ造成の概要
本格派向けコンテンツとしてのトレーニング・プラン造成にあたっては、上述の四国遍路の
多様性を積極的に生かすため、日程、トレーニング内容について、幅広い外国人旅行者に対応
8

できる柔軟なコンテンツの造成を目指した。具体的には、ワークショップのほか、遍路文化研
究者、ガイド実績のある有識者、山岳巡礼のエキスパート等との意見交換を頻繁に行い、巡礼
路の大半を歩こうとする外国人旅行者が、その目的を安全かつ充実した態様で達成できるよう、
「１番札所を起点とした巡礼体験とコーディネーターによる説明・助言とをセットにした体験
型観光コンテンツ」として３つのプランを造成した。→ 成果物①、②、⑤、⑥
区
プラン

間

１番札所霊山寺

時間的制限があるなか、

・装備、遍路のマナー

最低限の知識を手短に習

・宿泊、食事等

得すれば十分と考えるサ

札所または４番札所に

・歩き方（プランの立て方）

ンティアゴ巡礼やロングト

短縮可能）

・ルートや標識の探し方

レール経験者等

○基礎知識

宿泊施設の滞在時間も含

・装備、遍路のマナー

めて、遍路の一日の流れ

・宿泊、食事等

全体について体験学習を

・歩き方（プランの立て方）

行い、仏教や遍路文化の

・ルートや標識の探し方

基礎的知識の習得まで希

○宿坊体験

望する旅行者

～６番札所安楽寺

＜Short＞

（必要に応じて、～３番

プラン

１番札所霊山寺

【２】

～６番札所安楽寺

＜標準＞

（安楽寺では宿坊での

１泊

対象者

○基礎知識

【１】

１日

テーマ

勤行体験等）

・夜勤行への参加を通じて仏教の基
礎知識を説明
・宿泊予約の取り方、チェックインや
過ごし方、食事・風呂・洗濯、翌日
以降の準備等を説明
・夜勤行後、必要な説明を行ってガ
イドは終了
プラン
【３】
＜ｵﾌﾟｼｮﾝ＞

１番札所霊山寺
～６番札所安楽寺
＋

「プラン１」又は「プラン２」に受講者

遍路向けの物品の購入の

の希望に沿った「オプション」を追加

知識がなく、相談したい旅

○オプション 1

行者

オプション内容に従った

開始前日に余裕をもったサポート

日本人と同様の手順と作

ロケーションで実施

を実施

法による参拝を計画して

は＜標準＞

・遍路用品購入サポート

いる旅行者

にオプション

・札所での参拝方法の指導等

＜Short＞又

として追加

○オプション 2

登山や長距離自然道の

山間部の遍路道のサポート

歩行に不安があり、ガイド

・11 番札所藤井寺〜12 番札所焼

による同行サポートを希望

山寺
・可能であれば、別格１番大山寺
（６番札所安楽寺から日帰り）
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する旅行者

４．コーディネーター
（1）コーディネーターの役割
コーディネーターは、上表のトレーニング・プランのガイドとして、外国人遍路に対し、道
中 1,200km を歩く中で生じるトラブルやストレスに対処しながら四国遍路の魅力を最大限享受
するための知恵を伝授するための指導を行う。具体的には、四国遍路のスタート段階で、遍路
に関する説明、巡礼生活や充実した巡礼のための助言等を行い、最終的には、旅程プランの提
案までできる能力が求められる。このようなコーディネーターの役割を念頭に置いて育成プラ
ンやマニュアル類の作成等を進めた。
（2）コーディネーターの育成
① 育成プログラムの実施
通訳案内士や通訳経験者等約 40 人をピックアップし、下表のとおり、徳島県内の札所・巡
礼路において OJT によるコーディネーター育成のための「お遍路インバウンドガイド講座」を
5 回に分けて実施した。→ 資料①参照
実施回・日
第1回目
10月13日
第2回目
10月14日
第3回目
11月2日
第4回目
11月30日
第5回目
12月1日

講

師

・英語・遍路文化：
徳 島 大 学 モー ト
ン准教授、
・ガイド指導：ツー
リ ズ ム 徳 島黒 田
代表
・山歩き・装備：イ
ン バ ウ ン ドコ ー
デ ィ ネ ー ター 岩
本氏

札所・遍路道

参加者

①霊山寺～③金泉寺、⑤地蔵寺～⑥安楽寺・宿坊泊

29名

④大日寺～⑤地蔵寺～①霊山寺

29名

⑥番十楽寺～⑧番熊谷寺～⑨法輪寺～⑩番切幡寺

23名

⑬番大日寺～⑭番常楽寺～⑮国分寺～⑯観音寺～
⑰井戸寺
⑳番鶴林寺～太龍寺道～一宿寺～かも道～
㉑太龍寺・捨身ヶ嶽～道の駅鷲の里

22名
25名

② 育成プログラムの内容
コーディネーターには、英語力、四国遍路の知識に加え、観察力、柔軟性、体力、コミュニ
ケーション能力等、多様な資質と能力が求められる。当初、OJT による下表の育成項目を設定
した育成プログラムを計画したが、参加申込者の状況を見ると、そのようなレベルに達してい
る人材の数は限定的だと判断した。そのような状況のもと、5 回のガイド育成プログラムは「英
語で札所や遍路について簡単な案内を行う観光ガイドの育成」のためのプランで行い、段階的
にレベルを上げていく方針に切り替えて実施した。
育成方法

育成項目（予定）

ガイド育成

・四国遍路の歴史、文化に関する事項

プラン

・日数、経験、体力等を考慮した巡礼プラン作成の助言

（5回）

・遍路用品や作法に関する事項
・歩き方、荷物、食事、宿泊に関する事項

③ コーディネーター人材の状況
5 回の育成講座を通して、
「通常の英語ガイド」として即戦力化できる人材は相当数確認でき
たが、外国人歩き遍路を指導するコーディネーターとして登用可能な人材は限られていた。更
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に、体力まで考慮すると、英語ガイドとしての能力と山登りの体力を併せ持つ人材は少なく、
現時点では、平坦地（①霊山寺～⑥安楽寺）と山岳地域（⑪藤井寺～⑫焼山寺）とでは、別の
コーディネーターに担当させることが現実的だと考えられる。
トレーニング・プランでは、
「プラン３」において、山間部の遍路道のサポートをオプション
として提供しており、健脚で体力に自信のあるコーディネーターが、プラン１又は２の担当者
から受講者を引き継ぎ、山間部を案内するような役割分担が容易なプランとしている。
（3）遍路コーディネーターの確保
今回のガイド育成プログラムでは、人材の資質と数を確認する段階にとどまっており、徳島
県だけでは十分な数の人材が確保できないという感触も得ている。しかし、四国全体で考える
と、通訳案内士資格保有者のなかで相当数の優秀な人材が確認でき、四国遍路を舞台に活躍し
たいという強い意欲を持つ人たちも数多く存在する。そのような中で、高松市には、公認先達
と通訳案内士の資格を併せ持つ海外留学経験者も存在し、志を同じくする者が組織的に連携し
ようとする動きもみられる。
今後、コーディネーター養成プランを継続的に実施することが必要であり、一定水準に達し
た通訳案内士を「遍路コーディネーター」
（公認先達とは全く異なり、札所ではなく、生活、ト
レッキング、周辺観光を指導）として登録する仕組みも有効である。
５．情報拠点
（1）情報拠点（候補）への依頼
情報拠点は、ライトコンテンツ造成地域を中心に抽出・調整しており、その中で、四国遍路
の観光振興に対する意識が高く、外国人歩き遍路に対する支援が期待できそうな拠点を選定し
てリストアップした。あくまで、無償のサービス提供となるため、本格派コンテンツ造成事業
においては「歩き遍路のための最低限の灯台機能の実現」を念頭に置いた対応となっており、
現時点では、
「情報拠点（候補）
」と位置づけ、今後、情報拠点が期待する環境整備を進めなが
ら、Win-Win の関係が実現できる形で整備を行うことが必要だと考えている。
→ P.31「情報拠点一覧」参照
（2）情報拠点整備のあり方
① 情報拠点に期待する役割
情報拠点は外国人歩き遍路の「灯台」としての役割が期待されているが、それ以外に、各地
域の遍路に関する情報（周辺を歩く外国人遍路の動向・要望・困りごと、宿泊・飲食施設、地
域の行事、周辺観光、災害等）を収集する「アンテナ」としての機能が期待できる。コーディ
ネーターは、外国人歩き遍路に対する指導、提案、情報提供が必須であり、その情報は、巡礼
路沿線に散りばめられた情報拠点から吸い上げることが効果的だからである。
② 将来展望
情報拠点を選定する際に、宿泊・物販施設等の管理者、オーナーと意見交換するなかで、そ
れらの施設には、上場企業の管理職、外資系企業や海外勤務経験者等の UIJ ターン人材を中心
に、意識が高く行動力のある人たちが含まれていることが確認できた。都会地から地域に入っ
て宿泊・物販施設を経営しているようなケースである。彼らは宿泊施設経営の在り方や四国全
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体での情報連携等、数々の問題意識を抱えているが、共通の問題意識は、
「四国に情報連携の核
となる組織が存在しないこと」であり、彼らは、四国遍路の観光振興を先導する組織があれば、
そこに地域情報を提供することは厭わないとの意向を持っている。
今後、トレーニング・プランを磨きあげて行くうえで、受講者の属性・希望に応じて巡礼路
周辺の宿泊・飲食施設や体験型方観光コンテンツに関するアップデートされた情報の提供が不
可欠だと考えられ、情報拠点を「アンテナ」として活用して、コーディネーターと情報連携す
る仕組み作りを行うことが必要である。
６．地域住民意識啓発セミナーの開催
（1）実施状況
地域住民・関係者に対する、造成したコンテンツや地域価値の理解、外国人受入の必要性等
の意識醸成を目的として、幅広い関係者を巻き込んで地域住民意識啓発セミナー等（含、訪問
による個別説明）を実施した。
（2）説明内容
啓発セミナーにおいて、地域関係者によるトレーニング・プランを受講した外国人歩き遍路
に対する情報提供や困りごとへのサポートにも言及し、本格派の外国人遍路が、不自由なく巡
礼できる気運の醸成に努めた。
７．事業化へ向けた取組
（1）現状認識
トレーニング・プランは、優れた遍路コーディネーターとのセットになった体験型観光コン
テンツであり、欧米豪の歩き遍路が増加するなか、整備が急がれる項目の一つである。現時点
で下表のような認識を持っており、課題解決により事業化を急ぎたい。
項 目
① トレーニング場
所として優れた
環境
② コーディネータ
ー人材のレベル
アップ

現状と課題
トレーニングの素材として、①霊山寺～⑥安楽寺で遍路の基礎を指導し、
⑥安楽寺の宿坊体験、⑪藤井寺～⑫焼山寺の山岳古道体験等、周辺に必要
な素材は揃っており、プランの運営には比較的良好な環境がそろってい
る。
①霊山寺～⑥安楽寺宿坊の指導については、短期間で育成可能な通訳士レ
ベルの人材は数名確認できているが、巡礼計画全体の助言や山岳古道の案
内が可能と考えられる人材は限定的であり、育成を急ぐ。

③ 提供すべき遍路
情報の収集

コーディネーターは、徳島県内だけでなく、四国全体の巡礼路や周辺情報
を一定程度把握しておく必要がある。トレーニング・プランの強化に向け
５回の養成講座を通じて得たもの
て、
「四国４県の情報収集、管理・保管、更新を行う仕組み（遍路情報セン
候補者の把握、将来の希望
ター等）の構築」が急がれる。
④ 一定のサービス トレーニング・プランは、これまで一部の有識者がボランティアとして提
英語による遍路の説明はできても、体力面から山岳ｶﾞｲﾄﾞはできない人が多い
レベルの確保
供してきたサービス（巡礼開始後の電話やメールでの相談にも乗って来
た）であり、内容を参考にしながら、楽しむ要素を加えるなど、付加価値
をつけて提供することも必要だと思われる。
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（2）事業化に向けた対応
今後、外国人歩き遍路の急速な伸びが期待されるなか、上述の課題解決を急ぎつつ、トレーニ
ング・プランの事業化に向けた①または②の試行を進めることが望ましい。
項 目
試行①

試行プランの概要
講師の立場にある人材をコーティネーターとして登用し、試行的に有料でトレーニン
グ・プランを運営する。あくまで試行であり、料金は低く抑え、アンケートにより、
プランの対価として適正な金額を調査する。
なお、コーディネーター人材を同行させて人材育成の効率化をはかる。

試行②

育成途上にあるコーディネーター人材（2 人 1 組等）を投入して、
「将来事業化を計画
している」ことを説明したうえで、試行的に無料または廉価にトレーニング・プラン
を提供する。この試行により、一定水準のサービスの提供、人材育成の促進、トレー
ニングの対価として支払える金額の調査等を並行して行うことが可能となる。

（3）運営指針等の活用
今般の事業で、トレーニング・プランの適正な運営やコーティネーターの育成にターゲット
を絞った以下の書類を作成した。今後、
「お遍路インバウンドガイド講座」を通して把握したコ
ーディネーター人材の戦力化を図りつつ、効果的なトレーニング・プランに磨き上げていくた
めに以下の書類を活用して、プランの試行や少人数の養成講座を継続する。コーディネーター
候補者は、徳島県内に限らず、香川県で遍路関連のグループが立ち上がっており、それらの人
材も積極的に活用する。

本格派向けコンテンツ
トレーニング・プラン運
営指針（成果物⑤）

書類名

概 要
トレーニング・プランの運営主体が、同プランを運営して行くうえ
で不可欠の情報をまとめたものであり、イーストとくしま観光推進
機構による活用を想定している。

本格派向けコンテンツ
コーディネーター・ガイ
ド用マニュアル（成果物
⑥）

トレーニング・プランを利用する外国人歩き遍路に対する指導、情
報提供をコーディネーターが行う際に利用するハンドブック。コー
ディネーターとしての役割や必要知識が網羅されており、コーディ
ネーター研修等における活用を想定している。

本格派・ライト層共通
ガイドのための自主学習
資料（成果物⑨）

通訳案内士が四国遍路について学習したり勉強会を開催する際の自
主学習資料として活用されることを想定している。

本格派・ライト層共通
ガイド用のための自主学
習資料（成果物⑩）

コーディネーターとして知っておくべき四国遍路に関する情報を、
和英併記で記載。基礎的な項目だけでなく、88 ヵ所霊場の情報まで
網羅しているのが特徴。
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８．コンテンツ造成に至る検討・協議
本格派向けコンテンツ開発事業として、３回のワークショップを開催した。
・第１回ワークショップ 令和 1 年 8 月 30 月（金）（ライト層向けコンテンツ造成事業と共通）
・第２回ワークショップ 令和 1 年 11 月 13 日（金）
・第３回ワークショップ 令和 2 年 2 月 18 日（火）
■第 1 回（ライト層向けコンテンツ造成事業の中で報告）
1. 日時：令和 1 年 8 月 30 月（金）10：00～12：00
2. 場所：サンポート合同庁舎 北館 702 号会議室
3. ライト層向けコンテンツ開発事業と共通開催
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■本格派 第 2 回
1. 日時：令和 1 年 11 月 13 日（金）13：00～15：00
2. 場所：JR 徳島駅クレメントプラザ会議室
3. 出席者
【委託元】
・大麻 浩三

国土交通省四国運輸局 国際観光課 課長

・増田 有美

国土交通省四国運輸局 国際観光課 係員

【有識者】
・黒田 忠良

一般社団法人 ツーリズム徳島 代表理事

・宍戸 栄徳

NPO 法人遍路とおもてなしのネットワーク 事務局長

・岩本 昌子

コーディネーター/ライター/通訳・翻訳/ガイド

【連携先】
・勇 寿憲

一般社団法人 イーストとくしま観光振興機構 専務理事

・青木 伸太郎

一般社団法人 イーストとくしま観光振興機構マネージャー

【受託者】
・西川 良隆

一般財団法人 百十四経済研究所 専務理事所長

・村尾 耕太

一般財団法人 百十四経済研究所 主任研究員

・松本 佳代子

一般財団法人 百十四経済研究所 研究員

・久保田 宏平

株式会社 穴吹トラベル インバウンド事業部係長

・ｶﾅﾙ・ｻﾞﾝｼﾞｰﾌﾞ・ﾗｽﾞ 株式会社 穴吹トラベル インバウンド海外事業課
4. 議事
議題（1）事業コンセプトの再確認
・
「同行トレーニング・プランは、四国 88 カ所霊場の完歩を目指す外国人にターゲットを絞っ
た体験型観光コンテンツであり、利用者のニーズに応じて３種類のプランを用意する」こと
について確認。
議題（2）事業の報告と協議
〇ガイド養成講座（英語編）について
・西川所長より第 1 回～第 3 回までの実施報告および第 4 回、第 5 回の予定について説明
・外国人歩き遍路の案内人として求められる資質や条件、及びそれに照らした適正人材の見極
め方針について説明。
議題（3）成果物の骨子
〇本格派コンテンツ 3 種類（案）
・出席者からの意見に基づき、基本となるベーシックプランを造成し加えて短期プラン
及び長期プランを造成して 3 種類とすることとなった。
・ベーシック（1 泊 2 日）･･･前日ガイダンス～No.1 霊山寺から No.6 安楽寺～宿坊案内あり
・短期プラン（1 日以内）･･･前日ガイダンス～No.1 霊山寺から No.6 安楽寺（宿坊案内なし）
・長期プラン（2 泊 3 日）･･･ベーシックに加え焼山寺までの山岳地帯ガイダンスまで
〇運営指針（案）について
・成果物イメージについては大筋で了解となり、完成へ向けて進めることとなった。出席者か
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らの意見に基づき、危機管理や安全管理（けが、病気）についても盛り込むこと
〇主な意見・提言
・ガイド対象者の属性、体力、経験を把握することは重要でありその意味で前日ガイダンスは
必須である。
（宍戸氏）
・病気、けが、自然災害の発生時の対応を盛り込むことは重要である。（大麻課長）
・津波警報が出たときなど、とっさの避難行動については特に重要である。
（岩本氏）
・ベーシックプランでは No.6 安楽寺で終了となるが、その後の行程の情報もガイドの知識と
して重要である。
（岩本氏）
・外国人の嗜好や行動は千差万別である。ガイドにも様々なキャラクターがいると思われるの
で、最終的にはユーザー側からチョイスできる体制ができれば理想である。
（勇専務）
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■本格派 第 2 回ワークショップ資料１（一部掲載）
〇四国遍路トレーニング・プラン運営指針（案）
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■本格派 第 2 回ワークショップ資料２
ガイドを行う際のポイント（その 1）No.1 霊山寺～No.6 安楽寺 １／２

18

No.1 霊山寺～No.6 安楽寺

２／２
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■本格派 第 2 回目ワークショップ資料３
ガイドを行う際のポイント（その２）No.6 安楽寺～ No.10 切幡寺 １／２
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■本格派 第 3 回
1. 日時：令和 2 年 2 月 18 日（火）9：50～11：50
2. 場所：あわぎんホール第 2 会議室
3. 出席者
【委託元】
・大麻 浩三

国土交通省四国運輸局 国際観光課 課長

・岡田 真理子

国土交通省四国運輸局 国際観光課

【有識者】
・モートン常磁

国立大学法人 徳島大学 教養教育院准教授

・宍戸 栄徳

NPO 法人遍路とおもてなしのネットワーク 事務局長

【連携先】
・勇 寿憲

一般社団法人 イーストとくしま観光振興機構 専務理事

・青木 伸太郎

一般社団法人 イーストとくしま観光振興機構マネージャー

【受託者】
・西川 良隆

一般財団法人 百十四経済研究所 専務理事所長

・村尾 耕太

一般財団法人 百十四経済研究所 主任研究員

・松本 佳代子

一般財団法人 百十四経済研究所 研究員

・久保田 宏平

株式会社 穴吹トラベル インバウンド事業部係長

・ｶﾅﾙ・ｻﾞﾝｼﾞｰﾌﾞ・ﾗｽﾞ

株式会社 穴吹トラベル インバウンド海外事業課

・横山 哲也

株式会社 穴吹トラベル インバウンド海外事業課

4. 議事
〇以下の書類に沿って、事業の進捗、成果物等について説明。
事業報告書の骨子、成果物の方向性について出席者からの了解を得た。
・四国遍路滞在型コンテンツ開発事業 事業報告書（作成中）
・お遍路インバウンドガイド［英語編］養成講座 参加者資料
・外国人歩き遍路のための巡礼トレーニング・プラン（案）
・外国人歩き遍路向け巡礼トレーニング・プラン運営指針（案）
＜成果物＞
・外国人歩き遍路向け「巡礼トレーニング・プラン」
・外国人歩き遍路向け「巡礼トレーニング・プラン」運営指針
・外国人歩き遍路向け「巡礼トレーニング・プラン」案内ハンドブック
・四国遍路の基礎および四国 88 ヵ所霊場の解説（和英併記）
（準備中）
〇出席者意見
・勇専務
おおむね良好な仕上がりを見込める内容である。
さしあたり、主として造成コンテンツ（標準コース）から商品化を図っていく。
No.1～No.6 区間をトレーニングコースとしつつ、体験商品としても考えられる。
ガイド人材のプラットフォーム体制を整え FIT などのニーズとのマッチングを図っていく。
21

・宍戸氏
ボランティアと異なり有償ガイドとなれば相応の責任が生ずることとなる。
特に、NPO の立場として有償化を図るには課題が多いと思われる。
・大麻課長
今回の報告内容をみるに、一定の成果は認められる。
ガイド人材のプラットフォームとしては広域 DMO である四ツ創が望ましい。
本事業における本格派コンテンツとは一般的な観光コンテンツと異なり、観光素材、
コースに加えガイドの役割が極めて重要な要素となっている。事業報告書を仕上げる際に
はその点の説明にも配慮すること。
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■本格派 第 3 回ワークショップ資料１（一部のみ掲載）
「四国遍路」滞在型コンテンツ開発事業 事業報告書（案）
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■本格派 第 3 回ワークショップ資料２（一部省略）
外国人歩き遍路のための巡礼トレーニング・プラン

24

１／３

外国人歩き遍路のための巡礼トレーニング・プラン

25

２／３

外国人歩き遍路のための巡礼トレーニング・プラン
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３／３

■本格派 第 3 回ワークショップ資料２（一部省略）
お遍路インバウンドガイド［英語編］養成講座 参加者資料より １／２
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お遍路インバウンドガイド［英語編］養成講座 参加者資料より ２／２
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■本格派 第 3 回ワークショップ資料３（一部のみ掲載）
外国人歩き遍路向け巡礼トレーニング・プラン運営指針（案）
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［第２編］
【４】ライト層向けコンテンツ造成事業
１．コンテンツの造成
「ライト層向けコンテンツ」とは、
「周辺観光と併せて遍路体験もしてみたい外国人を対象」と
するコンテンツである。本事業では、実地調査・視察にて候補地をピックアップし、ワークショ
ップ（5 回）における協議・検討を経て絞り込み、モニタリングツアー（2 回）を実施して課題抽
出と修正・磨き上げを行った。以上のプロセスを経て、ライト層向けコンテンツ 9 件（徳島県 2
件、高知県 3 件、愛媛県 2 件、香川県 2 件）の造成に至った。（別途、本格派 3 件造成）
コンテンツ造成地域

（ライト層向け・９本格派向け・３）

５．
⑤香川-1

６．

⑥香川-2

歴史に彩られた屋島散策&瀬
百十四経済研究所
戸内海の風景に溶け込んだアート作品

讃岐遍路道-根香寺道と悲運の
帝崇徳上皇ゆかりの地を巡る旅

１．
２．
３．

本格派・プログラム①
１~６番札所同行

本格派・プログラム②
１~６番札所同行+
安楽寺宿坊での勤行体験等

９．
８．

１．

本格派・プログラム③

⑨愛媛-3

山間部の遍路道サポート

石鎚山：修験道の道

２．

⑦愛媛-1

①徳島-1
鶴林寺から太龍寺までの
遍路道を歩く

伊予の小京都・大洲、白壁と木
蝋のまち・内子を歩く

７．

⑧愛媛-2
久万高原の遍路道と面河渓の探訪

４．

３．

高知
秘境の神社「聖神社」周辺の散策

④高知-2

②徳島-2
空海の足跡：薬王寺から
室戸への道

③高知-1
室戸岬・最御崎寺周辺の自然の驚異

ただ訪れるだけで心を打つ窪川の街並み

1

コンテンツ一覧
所在地

徳島県
高知県

地域

コンテンツ名称

①徳島-1

鶴林寺から太龍寺までの遍路道を歩く

②徳島-2

空海の足跡：薬王寺から室戸への道

③高知-1

室戸岬・最御崎寺周辺の自然の驚異

④高知-2

ただ訪れるだけで心を打つ窪川の街並み
（＋秘境の神社「聖神社」周辺の散策）

香川県
愛媛県

⑤香川-1

讃岐遍路道-根香寺道と悲運の帝崇徳上皇ゆかりの地を巡る旅

⑥香川-2

歴史に彩られた屋島散策＆瀬戸内海の風景に溶け込んだアート作品

⑦愛媛-1

伊予の小京都・大洲、白壁と木蝋のまち・内子をあるく

⑧愛媛-2

久万高原の遍路道と面河渓の探訪

⑨愛媛-3

石鎚山・修験道の道
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２．情報拠点の整備
ライト層向けコンテンツに紐付けられた「情報拠点」を四国 4 県において 25 件（徳島県 3 件、
高知県 9 件、愛媛県 5 件、香川県 4 件）整備した。（別途、本格派向けコンテンツの情報拠点 4
件）情報拠点整備にあたっては、宿坊やその他の宿泊施設（ホテル・旅館・民宿・ゲストハウス
等）
）や、道の駅、観光案内所等から四国遍路の観光振興に対する意識が高く、外国人歩き遍路に
対する支援も期待できそうな施設を情報拠点候補としてリストアップ。候補先を訪問して本事業
の概要を説明し、その役割と必要性に理解ある先の応諾を得て「情報拠点」としての活動を依頼
した。
（情報拠点への依頼事項は資料③参照）
情報拠点一覧
No.

地域

業種等

施設名

1.

徳島・本格派

遍路用品店

スモトリ屋浅野総本店

徳島県阿波市市場町切幡字観音 173

2.

徳島・本格派

休憩所

めだかの里

徳島県吉野市鴨島町飯尾字古鋸 1579

3.

徳島・本格派

宿坊

第 6 番札所安楽寺宿坊

徳島県板野郡上板町引野寺ノ西北 8

4.

徳島・本格派

別格

愛染院休憩所

徳島県板野郡板野町那東字居内 32

5.

①徳島-1

宿泊施設

ふれあいの里さかもと

徳島県勝浦郡勝浦町坂本字宮平 1-5

6.

②徳島-2

藍染スタジオ

In Between Blues

徳島県海部郡海陽町宍喰浦字松原 216-3

7.

②徳島-2

ゲストハウス

お宿・キッチンみつ佳

徳島県海部郡海陽町宍喰浦宍喰 145

8.

③高知-1

観光施設

室戸市観光ガイドの会

高知県室戸市室戸岬町 1810-2

9.

③高知-1

宿泊施設

民宿徳増

高知県室戸市佐喜浜町 107-5

10.

③高知-1

宿泊施設

蔵空間茶館

高知県室戸市吉良川町甲 2234

11.

③高知-1

宿泊施設

ゲストハウスよろずや

高知県安芸郡奈半利町乙 702

12.

④高知-2

観光協会

越知町観光物産館

高知県高岡郡越知町越知甲 1736 番地 7

13.

④高知-2

宿泊施設

ゲストハウス縁

高知県高岡郡越知町片岡 4322 番地

14.

④高知-2

道の駅

道の駅あぐり窪川

高知県高岡郡四万十町平串 284-1

15.

④高知-2

観光施設

ゆういんぐ四万十

高知県高岡郡四万十町東大奈路 514-14

16.

④高知-2

宿坊

第 37 番札所岩本寺

高知県高岡郡四万十町茂串町 3-13

17.

➆愛媛-1

宿泊施設

いかだや

愛媛県喜多郡内子町大瀬東 3581

18.

➆愛媛-1

観光案内所

内子町ビジターセンター

愛媛県喜多郡内子町内子 2020

19.

➆愛媛-1

飲食店

洋菓子金の羽

愛媛県喜多郡内子町内子 2042

20.

⑧愛媛-2

宿泊施設

国民宿舎古岩屋荘

愛媛県上浮穴久万高原町直瀬乙 1636

21.

⑨愛媛-3

宿泊施設

常住屋白石旅館

愛媛県西条市小松町石鎚 417

22.

⑤香川-1

禅寺・宿泊

公益財団法人喝破道場

香川県高松市中山町 1501-9

23.

⑥香川-2

観光施設

庵治・観光交流館

香川県高松市庵治町 5824-4

24.

⑥香川-2

観光施設

石の民俗資料館

香川県 高松市 牟礼町牟礼 2760-5

25.

⑥香川-2

道の駅

源平の里

香川県 高松市牟礼町原 631-7

むれ
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所在地

３．地域住民等の意識醸成
外国人向けのコンテンツ造成及び造成後の運営にあたって地域住民等の理解や協力を得るため
に地域住民意識啓発セミナー等を以下のとおり開催した。
（1）お遍路インバウンドセミナー（2 回開催）
高知県、愛媛県にて各 1 回開催した。なお、当初は四国 4 県で各 1 回の開催を予定していたが、
コロナウィルス感染防止の観点から香川県、徳島県での開催を中止した。
①高知県開催分の概要・結果
概要
日時

令和 1 年 1 月 24 日（金）

場所

第 34 番札所

実施

四銀地域経済研究所、四国銀行

人数

24 名

内容

講演.1「新時代における遍路受入体制のあり方」

岩本寺

14：00～16：00

大広間

（一般財団法人百十四経済研究所

専務理事所長

西川良隆）

講演.2「外国人（欧米）目線でみる窪川エリアの魅力とお遍路について」
（株式会社穴吹トラベル
参考
その他

代表取締役

阿部有香

＆

ショーン氏）

岩本寺窪住職、地元観光協会の協力のもと開催。四国銀行窪川支店が集客、ＰＲに全面協力
地元メディア四万十ケーブルテレビが取材、放映。地元紙高知新聞に掲載

結果（アンケート）
評価

とても参考になった･･･７名（43.8％）

参考になった･･･９名（56.3％）

有効回答数 16
意見

・外国人のお遍路さんの滞在期間や消費額等、大変参考になりました。また、外国人が田舎

感想

に求めている景色等も分かったので今後のインバウンド対応の参考にさせて頂きたいです。
・外国人観光客といかにコミュニケーションを図れるかがポイントであるかを再確認でき
た。また、外国人観光客は日本の原風景にも興味があり、窪川にはそれが残っている旨のシ
ョーン氏の話興味深いものがあった。これからの接客・案内に活かしていきたい。
・ショーンさんのお話がリアルに胸を打った我が町の良さに気付かされた。 お遍路につい
て具体的なことを全く知らない自分が恥ずかしかった。 これから勉強する必要を感じた。

②愛媛県開催分の概要・結果
概要
日時

令和 1 年 1 月 29 日（水）

14：00～16：00

場所

伊予銀行本店 2 階セミナールーム

実施

いよぎん地域経済研究センター、伊予銀行

人数

20 名
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内容

講演.1「新時代における遍路受入体制のあり方」
（一般財団法人百十四経済研究所

専務理事所長

西川良隆）

講演.2「ヒト」が四国の観光産業の核になる
（株式会社四国遍路

佐藤祟裕）

講演.3 外国人（欧米）目線でみるお遍路の魅力と外国人お遍路さんについて
（株式会社穴吹トラベル
参考

カナル・サンジーブ・ラズ氏・カーラ・エンカボ氏）

松山市内で開催することで、県下 3 ヵ所のコンテンツをふくめ県下から幅広く集客

結果（アンケート）
評価

とても参考になった･･･６名（37.5％）
い･･･１名（6.3％）

意見

参考になった･･･９名（56:3％）

どちらでもな

有効回答数 16

・パネラー各々がテーマの切り口が違っていて面白かった。
・遍路について、観光素材として包括的に捉えている組織がないように思います。四国四県
の連携が必要。
・色々な角度からお話しを聞けてよかったです。お寺も色々と取り組みをされていると分か
りました。
・貴重なセミナーに参加させてもらいました、有難うございました。
・講演時間内に、質疑応答の時間を十分にとってほしかった。

（2）個別訪問（12 回実施）
地域企業（法人・個人）や地域住民等を対象とした小規模単位の意識啓発活動として、個別訪
問を実施した。ライト層向けコンテンツ地域内に位置する宿泊施設等を訪問し、施設運営責任者
やオーナーを含め直接外国人旅行者に対応する実務者に面談して本事業の主旨を説明した。
個別訪問実施の概要
回数

実施日

地域

訪問先など

面談先（人数）

1.

R1 年 11 月 25 日

⑤香川-1

五色台周辺・中西珍松園等

3 件（4 名）

2.

同 12 月 16・17 日

①徳島-1

勝浦郡、阿南市周辺・ファンファーム等

7 件（14 名）

3.

同 12 月 26・27 日

④高知-2

須崎市、津野町周辺・津野町役場等

5 件（8 名）

4.

R2 年 1 月 17 日

⑥香川-2

八栗、庵治周辺・牟禮庵治商工会等

9 件（14 名）

5.

同 1 月 23 日

④高知-2

越知町周辺・越知町観光協会等

5 件（9 名）

6.

同 1 月 24 日

④高知-2

四万十町周辺・道の駅あぐり窪川

7 件（13 名）

7.

同 1 月 26 日

⑦愛媛-1

大洲、内子町等・内子町ビジターセンター等

5 件（7 名）

8.

同 1 月 30 日

⑧愛媛-2

久万高原周辺・国民宿舎古岩屋荘等

2 件（2 名）

9.

同2月5日

②徳島-2

海陽町周辺・常満寺等

7 件（8 名）

10.

同2月7日

③高知-1

室戸市周辺・室戸市観光ガイドの会等

4 件（10 名）

11.

同 3 月 20 日

⑥香川-2

屋島周辺

３件（5 名）

12.

同 3 月 21 日

②徳島-2

日和佐周辺

3 件（5 名）

本格

R1 年 11 月～

本格派

板野郡、阿波市等・めだかの里等

4 件（5 名）

その他

R2 年 2 月 7・8 日

松山市内

道後周辺、石手寺等

14 件（16 名）

その他

R2 年 1、2 月中

高松市内

市内中心、高松ホテル旅館料理協働組合等

13 件（20 名）
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訪問先個別リスト
回数

1

2

3.

4

5

種別

所在地

人数

観光施設

中西珍松園

香川県高松市鬼無町佐藤 148

2名

禅寺・宿泊

公益財団法人喝破道場

香川県高松市中山町 1501-9

1名

報道機関

四国新聞社

香川県高松市中野町 15 番 1 号

1名

宿泊施設

ふれあいの里さかもと

徳島県勝浦郡勝浦町坂本字宮平 1-5

4名

宿泊施設

ファンファーム

徳島県小松島市櫛渕町大谷 47-1

1名

カフェ

風の駅

徳島県勝浦郡勝浦町大字坂本稲原 19

1名

宿泊施設

月ヶ谷温泉月の宿

徳島県勝浦郡上勝町福原平間 71-1

2名

カフェ

カフェボスコベル

徳島県阿南市吉井町皇神 7-3

2名

ベーカリー

和み工房

徳島県 阿南市 吉井町 地神南 6-2

2名

神社

お松権現

徳島県阿南市加茂町字不ケ 63 番地

2名

宿泊施設

須崎プリンスホテル

高知県知県須崎市西崎町 6-

1名

自治体

津野町役場

高知県高岡郡津野町力石 2870 番地

3名

津野町内茶畑

高知県津野町芳生野甲 1456-1

1名

観光施設

吉村虎太郎邸

高知県津野町芳生野甲 1456-1

2名

観光施設

片岡生家郷土資料館

高岡郡津野町永野 486

1名

地元商工会

牟禮庵治商工会

香川県 高松市 牟礼町牟礼 209-1

1名

観光施設

庵治・観光交流館

高松市庵治町 5824-4

2名

観光施設

石の民俗資料館

香川県 高松市 牟礼町牟礼 2760-5

2名

飲食店

そば処六六庵

香川県 高松市 牟礼町牟礼 3369-2

1名

公共交通

四国ケーブル

香川県 高松市 牟礼町牟礼 3378-3

1名

石材加工業

中山石材工房

香川県 高松市 牟礼町牟礼 2760-5

1名

道の駅

源平の里

香川県 高松市牟礼町原 631-7

1名

カフェ

REMUZA

香川県 高松市 牟礼町牟礼 3214-1

3名

宿泊施設

むれすずめ

香川県 高松市

2名

観光協会

越知町観光物産館

高岡郡越知町越知甲 1736 番地 7

3名

観光施設

スノーピークかわの駅おち

高岡郡越知町越知丙 625 番地 4

1名

宿泊施設

ゲストハウス縁

高岡郡越知町片岡 4322 番地

2名

聖の里小日浦を守る会

高岡郡越知町越知甲 2093-1

2名

宿泊施設

美馬旅館

高岡郡四万十町本町 3-4

1名

道の駅

道の駅あぐり窪川

高岡郡四万十町平串 284-1

3名

観光施設

ゆういんぐ四万十

高岡郡四万十町東大奈路 514-14

1名

自治体等

四万十町観光協会

高岡郡四万十町琴平町 1-1

2名

地元企業

しまんとえきめしＦＯＲＭ

高岡郡四万十町北琴平町 1-24

1名

金融機関

四国銀行窪川支店

高岡郡四万十町本町 5-9

1名

札所

第 37 番札所岩本寺

高岡郡四万十町茂串町 3-13

2名

観光施設

古民家カフェ中平

高岡郡四万十町茂串町 2-3

3名

日本茶イン
ストラクタ

ボランティ
ア団体

6

訪問先

しげぱん

むれ

34

7

8

9

10

11

12

本
格
派

宿泊施設

いかだや

愛媛県喜多郡内子町大瀬東 3581

2名

観光案内所

内子町ビジターセンター

愛媛県喜多郡内子町内子 2020

1名

飲食店

洋菓子金の羽

愛媛県喜多郡内子町内子 2042

1名

観光案内所

大洲まちの駅あさもや

愛媛県大洲市大洲 649 番地 1

2名

観光案内所

旅里庵

愛媛県喜多郡内子町内子駅前

1名

宿泊施設

国民宿舎古岩屋荘

愛媛県上浮穴久万高原町直瀬乙 1636

宿泊施設

常住屋白石旅館

愛媛県西条市小松町石鎚 417

宿泊施設

いやしの宿八丁坂

藍染体験

In Between Blues

海部郡海陽町宍喰浦字松原 216-3

3名

宿泊施設

お宿・キッチンみつ佳

海部郡海陽町宍喰浦宍喰 145

1名

ＮＰＯ法人

ＮＰＯあったかいよう

海部郡海陽町奥浦字堤ノ外 32

1名

禅寺

常満寺

海部郡海陽町吉田字西沢 62

2名

観光施設

室戸市観光ガイドの会

高知県室戸市室戸岬町 1810-2

3名

宿泊施設

民宿徳増

高知県室戸市佐喜浜町 107-5

3名

宿泊施設

蔵空間茶館

高知県室戸市吉良川町甲 2234

1名

宿泊施設

ゲストハウスよろずや

高知県安芸郡奈半利町乙 702

3名

行政

坂出観光協会

香川県坂出市京町 2-1-50

2名

案内所

坂出市観光案内所

香川県坂出市元町 1-1-1

1名

案内所

鬼無植木盆栽センター

香川県高松市鬼無町山口 333-1

1名

宿泊施設

壱 THE HOSTEL

徳島県海部郡美波町奥河内字寺前 114-8

2名

飲食店

まめぼカフェ

徳島県海部郡美波町奥河内字寺前 1-1-1

2名

道の駅

日和佐の道の駅

徳島県海部郡美波町奥河内寺前 493-6

1名

宿泊施設

お宿

徳島県美波町奧河内字本村 148-1

1名

遍路用品店

スモトリ屋浅野総本店

徳島県阿波市市場町切幡字観音 173

1名

案内所

めだかの里

徳島県吉野市鴨島町飯尾古鋸 1579

1名

札所

第 6 番札所安楽寺宿坊

板野郡上板町引野寺ノ西北 8

2名

別格

愛染院休憩所

徳島県板野郡板野町那東字居内 32

1名

旅 tabi.info

愛媛県松山市大街道 3 丁目 6-1

1名

道後館

愛媛県松山市道後多幸町 7-26

1名

愛媛県松山市大街道 3 丁目 2-46

1名

愛媛県上浮穴郡久万高原町下畑野川甲
1609-7

日和佐

1名

1名

地域活性、
宿泊施設の
企画
宿泊施設
追
加

観光団体

松山観光コンベンション協
会

宿泊施設

道後プリンスホテル

愛媛県松山市道後姫塚 100

1名

行政

愛媛県・国際交流課

愛媛県松山市一番町四丁目 4 番地２

1名

行政

松山市・観光・国際交流課

愛媛県松山市二番町四丁目 7-2

2名

札所寺院

51 番札所石手寺

愛媛県松山市石手 2 丁目 9-21

1名

宿泊施設

ホテル道後やや

愛媛県松山市道後多幸町 6-1

1名
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宿泊施設

ゲストハウスカサブランカ

愛媛県松山市宮田町 106-2

1名

交通機関

伊予鉄道後温泉駅

愛媛県松山市道後町 1 丁目 10−12

1名

追

観光案内所

道後観光案内所

愛媛県松山市道後湯之町 6-8

2名

加

観光案内所

愛媛県観光物産協会

愛媛県松山市大街道三丁目 6 番地 1

1名

お土産屋

十五万国

愛媛県松山市道後湯之町 20-23

1名

お土産屋

道後

愛媛県松山市道後湯之町 3-16

1名

観光案内所

観光協会

加

歩音

香川・高松ツーリストイン

香川県高松市浜ノ町 1-20, JR 高松駅 1

フォメーション

階コンコ-ス

高松観光コンベンションビ

香川県高松市サンポ-ト 1-1

ューロー

3名

2名

高松ホテル旅館料理協同組

香川県高松市西の丸町 10-15 西の丸ビ

合

ル3階

旅行会社

（株）リレイク

香川県高松市一宮町 620

1名

旅行会社

琴平バス（株）

香川県高松市あさひ町 5-4-18

1名

香川県仲多度郡琴平町 725

1名

協同組合

追

椿倶楽部

観光案内所

KOTOHIRA TRIP BASE Kotori-

2名

行政

香川県

香川県高松市番町 4 丁目 1 番 10

2名

行政

高松市

香川県高松市番町 1 丁目 8 番 15

1名

行政

高松市国際交流協会

行政

文化振興課

香川県高松市番町 4 丁目 1 番 10

1名

経済団体

四国経済連合会

香川県高松市丸の内 2-5

１名

経済団体

香川経済同友会

香川県高松市紺屋町 1-3

1名

香川・高松ツーリストイン

香川県高松市浜ノ町 1-20, JR 高松駅 1

フォメーション

階コンコ-ス

観光案内所

香川県高松市番町 1 丁目 11 番 63 アイ
パル 2 階
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1名

3名

４．コンテンツ造成における実施手法
（1）調査データを活用したニーズ把握と改善点の洗い出し
ライト層向けコンテンツを検討するにあたり、以下の調査結果で上位にきている「自然、建築、
歴史、食、伝統文化、コミュニティー、本物志向、ガイドツアー」等が有効な判断材料と考えられ
ることからコンテンツ素材及びコンテンツ候補地域をピックアップする際の参考とした。
海外旅行歴がある旅行者のコト消費に関する意識や行動特性の全体的傾向（国・地域間傾向）
アンケート項目

上位項目（対象は米豪英仏加の訪日経験者と未経験者が各半数）

海外旅行で体験したいこと

歴史、食、自然、建築、伝統文化、コミュニティー、アウトドア、アート

海外旅行で期待すること

本格派、本物志向、ネタ探し、知的好奇心、お手軽派、リラックス

海外旅行で体験したコンテ

ガイドツァー、ナイトライフ、ナイトショー、リラクゼーション、施設見学

ンツ
今後、海外旅行で体験した

ガイドツァー、山のアクティビティ、ナイトツァー、海のアクティビティ

いコンテンツ
資料：観光庁
「体験型観光コンテンツ市場の概観」
平成 31 年 3 月（https://www.mlit.go.jp/common/001279555.pdf）

（2）ワークショップの開催
ライト層向けコンテンツの発掘・開発、検証、課題抽出、磨き上げを行うためのワークショッ
プを 5 回開催した。
（その他、第一回目のワークショップ開催前に検討会を開催。
）
ワークショップ構成員としては、四国運輸局（委託者）、一般財団法人百十四経済研究所（受託
者）
、株式会社穴吹トラベル（再委託先）一般社団法人四国ツーリズム創造機構（DMO）のほか、
有識者としてグルネウォルド・マーク氏・和世氏をはじめ、四国遍路の実態や状況などを普段か
ら把握している関係者、専門家を招請した。
ワークショップ等の概要
日時
検討会

令和 1 年 8 月 19 日（月）

有識者
宍戸栄徳氏、グルネウォルド・マーク氏、グルネウォルド・和世氏

10:00～11：30
第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

同年 8 月 30 日（金）

宍戸栄徳氏、グルネウォルド・マーク氏、グルネウォルド・和世氏、

10:00～12：00

佐藤崇裕氏、十河瑞澄氏、松本浩氏

同年 9 月 27 日（金）

グルネウォルド・マーク氏、グルネウォルド・和世氏、佐藤崇裕氏

15：30～17：40

十河瑞澄氏、松本浩氏、横山哲也氏

同年 11 月 29 日（金）

グルネウォルド・マーク氏、グルネウォルド・和世氏、佐藤崇裕氏

10：00～12：00

十河瑞澄氏

令和 2 年 1 月 20 日（金）

グルネウォルド・マーク氏、グルネウォルド・和世氏、佐藤崇裕氏

13：00～15：00

十河瑞澄氏

同年 3 月 4 日（水）

グルネウォルド・マーク氏、グルネウォルド・和世氏、佐藤崇裕氏

13：00～15：00
四国運輸局、一般社団法人四国ツーリズム創造機構、一般財団法人百十四経済研究所、株式会社穴吹トラベル
は毎回出席。
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（３）ガイドの育成
①「お遍路インバウンドガイド講座」の開催
本格派向けコンテンツで実施したコーディネーター育成（徳島県 5 回）の経験を基に、各県の
国際交流関係組織（地域通訳案内士グループ、各県ＳＧＧ、観光協会等）を中心にガイド人材を
募集して、ライト層向けコンテンツを案内するガイドを育成するための「お遍路インバウンドガ
イド講座」を 3 回開催した。
お遍路インバウンドガイド講座（英語編）の概要
実施回・日
第1回目

12月22日

第2回目

1月25日

第3回目

1月26日

講師

札所・遍路道

参加者

（香川県）
白峰寺～根香寺道～根香寺～屋島寺～八栗寺
（高知県）
岩本寺～窪川まちあるき～呼坂古道
（愛媛県）
内子町～十夜ヶ橋～内子町まちあるき

徳島大学：
モートン准教授
穴吹トラベル：
外国人社員

34名
24名
14名

第 1 回目の概要と結果
概要
日時

令和 1 年 12 月 22 日（日）

8：30～16：00

場所

合同庁舎会議室及び白峰寺、根香寺、屋島寺、八栗寺、白峰寺～根香寺までの古道歩き

人数

34 名（内全国及び地域通訳案内士 19 名）

実施

百十四経済研究所・穴吹トラベル

講師

徳島大学

内容

・座学で基礎知識を習得・白峰寺境内等にてロープレ、根香寺古道ガイドの実地学習

モートン准教授、穴吹トラベル外国人社員（カナル氏・ハンス氏）

結果（アンケート）
感想

非常によい･･･10 名（37.0％）期待以上･･･8 名（29.6％）期待通り･･･7 名（25.9％）
普通

意見

･･･ 1 名（3.7%)

期待外れ･･･1 名（3.7%）

有効回答数 27

・お遍路についての説明がもう少しあったほうがよい。（40 代・女性）
・是非次回を企画してほしい（40 代・女性）
・もっとお寺の話を聞きたかった。講義資料はためになった（30 代・女性）
・モートン先生の座学講座をもっと聞きたい（女性・40 代）
・行程が時間的にきつかった（60 代・男性）
・欧米豪のインバウンドの方に尋ねられそうなことを知ることができた（30 代女性）
・お遍路参拝を実際にやってみたかった（20 代女性）

第 2 回目の概要と結果
概要
日時

令和 2 年 1 月 25 日（日）10：00~16：00

場所

岩本寺大広間、境内、窪川周辺、呼坂古道

人数

24 名（内全国及び地域通訳案内士 10 名）

実施

四銀地域経済研究所・百十四経済研究所・穴吹トラベル

講師

穴吹トラベル外国人社員（カナル氏・ハンス氏・カーラ氏）

内容

・座学の後、ショーン氏が窪川まち歩きを四万十町観光協会が呼坂古道歩きを案内しつつ実施学習

その他

四万十町観光協会がこのセミナーのために呼坂古道を整備
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結果（アンケート）
評価

非常によい･･･10 名（40.0％）期待以上･･･10 名（40.0％）期待通り･･･4 名（1.6％）
普通

･･･ 0 名（ 0.0%)

期待外れ･･･1 名（

0.4%）

有効回答数 25

意見

・地元四万十の今まで知らざる魅力に触れることができてよかった（30 代・女性）

感想

・もう少しスモールグループごとに動けるようなシステムが良かったが貴重な経験になった。（20
代男性）
・穴吹トラベルのかたは大変親切で楽しかったです。改めてわが町の良さを知ることができた。
（60 代女性
・有意義で楽しかった。これからのガイド活動に生かしたい。（70 代男性）
・自分の知らないことをたくさん教えてもらったのでやる気が出た（60 代女性）
・スートラについての説明、スピリチュアルな面についての解説も求められることがあるのでそこ
まで踏み込んだ説明が聞きたかった。窪川のポイントは意外なところが多く目からうろこ状態だっ
た。（70 代男性）
・こういう機会があればまたさんかしたいです。ショーンさんから違う視点でいろんなものの見方
を教えていただき少し視野が広がった気がします（50 代男性）

・第 3 回目の概要と結果
概要
日時

令和 2 年 1 月 26 日（月）9：30~13：00

場所

内子町の駅ＮＡＮＺＥ、十夜ヶ橋、内子町内

人数

14 名（内全国及び地域通訳案内士 2 名）観光事業に従事する地元在住外国人 1 名が参加。

実施

いよぎん地域経済研究センター・百十四経済研究所・穴吹トラベル

講師

穴吹トラベル外国人社員（カナル氏・ハンス氏・カーラ氏）

内容

座学の後、十夜ヶ橋でロープレなど実地学習を行い、内子町内で街歩き学習

その他

内子町近辺に札所はないが、弘法大師伝説のなかで重要なスポット十夜ヶ橋があるので、ロープレ
実地学習の場として活用した。
（十夜ヶ橋は、空海が野宿した場所であり、「橋のうえでは杖をつかない」作法の現場である）

結果（アンケート）
評価

非常によい･･･ 9 名（69.2％）

期待以上･･･1 名（7.6％）

普通

有効回答数 13

･･･ 1 名（7.6%)

期待通り･･･2 名（15.3％）

意見

・このような機会を作っていただいてありがとうございました（70 代男性）

感想

・日本語でも知らないことを知ることができた。また機会があったらぜひ参加したいです。（50 代
女性）
・十夜ヶ橋ロールプレーイングをもっと時間をかけてしたかった。（30 代男性）
・有意義な反日でしたスタッフ皆様お疲れさまでした（50 代男性）
・内子町でガイドをしておりますが改めて外国人の視点がわかりとても役に立ちました。（60 代女
性）

・
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５．海外旅行会社等の招請とブラッシュアップ
コンテンツ候補地が適切なものであるか検証するため海外旅行社・ランドオペレーターを対象
にモニターツアーを実施した。以下のとおり 3 名を招請し１回目は課題抽出、２回目は修正結果
の検証を行った。
・招請者について
招請者①

氏名

宮武宏征

BEAR LUXE JAPAN

会社名

BEARLUXE JAPAN

⾼付加価値型観光サービス予約・決済ポータル「Bear Luxe Japan」開

代表取締役兼 COO

発及び運営・観光業界に特化したマーケティング・コンサルティングサ
ービスの提供・旅⾏サービス⼿配業の提供。
旅行会社目線（海外の旅行会社に商品を卸している DMC の立場）にてコ
モニタリングの観点

ンテンツが欧米市場向けの旅行会社が採用できるかどうかという観点
でモニタリングを依頼した。
招請者②

氏名

ノーマン・

CYCLE SHIKOKU 代表

ホワイト
会社名

CYCLE SHIKOKU

ア ジ ア 最 大 の サ イ ク リ ン グ ツ ア ー 旅 行 会 社 「 Grasshopper
Adventures」の Japan Country Manager も務めており、欧米を中心
とした旅行者を案内している。
訪日外国人お遍路さんへのレンタサイクルの貸出事業なども行い、
FIT 層の訪日外国人の四国旅行の動向についても知見がある。
訪日外国人観光客目線で欧米市場の旅行者が日本の地方に何を求

モニタリングの観点

めているか、どういったコンテンツが喜ばれるかという観点でモニ
タリングを依頼
招請者③

氏名
会社名

アレックス・ブ

GOTOKU 代表、イギリス・シェフィールド出身。2005 年に鹿児島に

ラッドショー

移住。

GOTOKU

・鹿児島県鹿児島市川上町 2721‐73
日本の観光産業に特化した観光コンサルティング会社

㈱島津興業

・鹿児島県鹿児島市吉野町 9700-1
世界文化遺産である、仙巌園・尚古集成館の運営管理等を行う
インバウンド向けに日本の地方観光をプロデュースしてきた経験

モニタリングの観点

を活かし、コンテンツそのものの良し悪し・環境整備・プロモーシ
ョン等総合的な観点でモニタリングを依頼
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・第 1 回目（課題抽出）
招請者

実施日

対象コンテンツ地域（訪問順）

宮武宏征

令和 1 年 12 月 9 日（月）～13 日

⑤香川-1、⑥香川-2、①徳島-1、②徳島-2、

ノーマン・ホワイト

（金）

③高知-1④高知-2

アレックス・ブラッ

同年

ドショー

～22 日（日）

⑦愛媛-1、⑧愛媛-2、④高知-2、

12 月 19 日（木）

・第 2 回目（修正結果の検証）
招請者

実施日

対象コンテンツ地域（訪問順）

宮武宏征

令和 2 年 2 月 10 日（月）～14 日

ノーマン・ホワイト

（金）

アレックス・ブラッ

同年

⑦愛媛-1、④高知-2、⑥香川-2、②徳島-2

2 月 19 日（月）～21 日（金） ③高知-1、②徳島-2、①徳島-1、⑤香川-1、

⑥香川-2、

ドショー
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６．コンテンツ造成等に至る検討・協議
（1）ライト層向けコンテンツ 検討会
日時

令和 1 年 8 月 19 日（月）10：00～11：30

場所

サンポート合同庁舎

出席者

四国運輸局（大麻課長・柴原係長）一般社団法人四国ツーリズム創造機構（山本本部長・森

103 号会議室

副本部長）一般財団法人百十四経済研究所（西川所長・村尾主任研究員）株式会社穴吹トラ
ベル（阿部社長・久保田係長）
、四国旅客鉄道株式会社（六車課長）
有識者

宍戸栄徳氏、グルネウォルド・マーク氏、和世氏

議題

（1）本事業の概要について
（2）ライト層向けコンテンツ造成について

会議

（1）ライト層向けコンテンツ検討会

資料

（2）コンテンツ造成サマリー

説明事項
・資料「ライト層向けコンテンツ検討会」により、本事業関係者の認識一致を行った。
協議事項
①ワークショップの位置づけについて
・ワークショップは、有識者を含め出席者から広く意見を集めて協議し、本事業の方針を決定す
る場と位置づけられた。
②ライト層向けコンテンツ造成のすすめ方
・
「コンテンツ造成サマリー」のシートを用いてコンテンツ素材、地域の候補を抽出。
・ワークショップにて候補地について説明し、有識者の評価、修正指示を受ける。
・修正指示について再検討しシートに反映して次回ワークショップにて承認を受ける。
・第 1 回ワークショップを開催しコンテンツ造成の初回案を提示する。（8 月 30 日予定）
③ライト層向けコンテンツ造成の指針
・これまで知られていなかった素材・地域を、外国人目線で探し、造成すること。
・2 次交通など様々な難点がある素材でもワークショップに提示して、ポジティブ目線で
意見交換を行うこと。
・四国 4 県でのバランスに配慮すること。

コンテンツ造成サマリーの作成要領
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①

各県毎に通し番号

②

コンテンツの名称

③

最寄りの札所寺院

④

紐付けられる情報拠点候補

⑤

コンテンツ素材を列挙

⑥

周辺地図に③～⑤をプロット

ライト層向けコンテンツ検討会（令和 1 年 8 月 19 日）
資料名：ライト層向けコンテンツ

検討会

表紙

1-1.事業骨子-実施項目

1-2.事業骨子-実施手法

2-1.基本事項：ターゲットとする外国人遍路のイメージ

2-2.基本事項：ターゲットとコンテンツの関係性

2-3.基本事項：コンテンツ開発手順
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資料名：ライト層向けコンテンツ

検討会

2-4.基本事項：情報拠点とコンテンツ素材の紐付けイメージ

2-5.基本事項：コンテンツを構成する素材のイメージ

3-1.業務フローの確認：ライト層向けコンテンツ造成

3-2.業務フローの確認：ライト層向けコンテンツ造成

6.当面のスケジュール（案）

7.スケジュール表（案）
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資料名：ライト層向けコンテンツ

検討会

8.参考資料：海外旅行時の意識・行動特性（セグメント別傾向）

9.参考資料：海外旅行時の意識・行動特性（国・地域別行動）

資料：コンテンツ造成サマリー
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（2）ライト層向けコンテンツ 第 1 回ワークショップ
日時

令和 1 年 8 月 30 月（金）10：00～12：00

場所

サンポート合同庁舎

出席者

四国運輸局（大麻課長・柴原係長）一般社団法人四国ツーリズム創造機構（森副本部長・漆

北館 702 号会議室

原シニアマネージャー）一般財団法人百十四経済研究所（西川所長・村尾主任研究員）
株式会社穴吹トラベル（阿部社長・ショーン氏）
有識者

宍戸栄徳氏、グルネウォルド・マーク氏、和世氏、十河瑞澄氏、松本浩氏、佐藤祟裕氏

議題

（1）本事業の概要及び実施方法について
（2）進捗状況の報告・確認
（3）今後のワークショップ開催について

会議

（1）第 1 回ワークショップ

資料

（2）コンテンツ造成サマリー一覧（ライト層向けコンテンツ）

説明事項（四国運輸局）
・ライト層向けコンテンツ造成にあたっては、外国人目線を取り入れ、訪日無関心層及び日本に
は来ているが四国には関心がない層に訴求できるものを調査、発掘してほしい。
報告事項
・資料（1）により事業概要と実施方法について、資料（2）によりコンテンツ案（15 地域）に
ついて報告。
協議事項
①コンテンツ地域について
・石鎚山周辺についても検討すべきとの意見があり追加調査することとなった。
・外国人目線にかなう日本の原風景が残る地域として四万十町窪川周辺が強く推された。
（資料：番号⑤高知県土佐市～四万十町と遍路道古道）
・コンテンツを案内するガイドの育成は長期的課題であり、今回造成するコンテンツについてガ
イドの存在を絶対条件とはしないこととされた。
②情報拠点について
・情報拠点整備については、本事業のなかで完全なものとすることは難しいことから、案内マッ
プ配置について協力してもらえるレベルでも可とする。
③次回会議について
・次回会議は、出席者の発言機会を増やし、自由闊達な意見交換を行うべく 2 グループに分けて
行う。
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ライト層向けコンテンツ

ワークショップ第 1 回目（令和 1 年 8 月 30 日）

資料名：第 1 回ワークショップ
・表紙

Ⅰ.本事業の概要及び実施方法について

1-1.本事業の目的・主旨

1-2.本事業の実施項目・実施手法

2-1.過去の調査データの分析

2-2.過去の調査データの分析
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資料名：第 1 回ワークショップ
3-1.本格派向けコンテンツの造成（造成手法）

4-1.ライト層向けコンテンツの造成（抽出基準）

4-2.ライト層向けコンテンツの造成（造成手法）

6-1.海外旅行会社等の招請とブラッシュアップ

7-1.地域住民の意識醸成セミナーの実施

Ⅱ.進捗状況の報告・確認
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資料名：第 1 回ワークショップ
1-1.本格派向けコンテンツの造成（進捗状況）

2-1.ライト層向けコンテンツの造成（進捗状況ｙ）

2-2.ライト層向けコンテンツの造成（コンテンツ造成サマリー一覧）

2-2.ライト層向けコンテンツの造成（コンテンツ造成サマリー地域）

Ⅲ.今後のワークショップ開催について

1-1.ワークショップの実施スケジュール（案）
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資料名：第 1 回ワークショップ
参考資料：海外旅行時の意識・行動特性（セグメント別傾向）

参考資料：海外旅行時の意識・行動特性（国・地域別傾向）
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ライト層向けコンテンツ

ワークショップ第 1 回目（令和 1 年 8 月 30 日）

資料名：コンテンツ造成サマリー一覧（ライト層向けコンテンツ）
表紙

4-3.ライト層向けコンテンツの造成（候補）

4-4.ライト層向けコンテンツの造成（候補地）

番号①発心の道（鳴門市、板野町、上坂町、阿波市）

番号②歩き遍路（阿南市、海部郡）

番号③高知県室戸市付近と遍路道古道
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資料名：コンテンツ造成サマリー一覧（ライト層向けコンテンツ）
番号④土佐塩の道、国分寺道トレール（安芸市、南国市）

番号⑤高知県土佐市～四万十町と遍路道古道

番号⑥高知県土佐清水市付近と遍路道古道

番号➆宇和島の仏木寺道トレール（宇和島）

番号⑧久万高原の遍路道トレール（久万高原）

番号⑨道後周辺の地元民に愛されるスポット散策（松山市）
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資料名：コンテンツ造成サマリー一覧（ライト層向けコンテンツ）
番号⑩今治～しまなみサイクリングコース（今治市）

番号⑫空海誕生の地

番号⑪観音寺・三豊パワースポット巡り（観音寺市、三豊市）

香川中讃の七ヶ所まいり（三豊、善通寺、仲多度） 番号⑬五色台・根香寺周辺トレール（坂出市・高松市）

番号⑭屋島寺～志度寺遍路道サイクリングコース（高松市）

番号⑮巡り終える結願までの上り三ヵ寺（高松市、さぬき市）
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