四国ツーリズム創造機構通信

～２０２１年10月号～

「四国デスティネーションキャンペーン観光列車出発式」開催！
（マーケティング）

１０月１日の「四国デスティネーションキャンペーン」開幕に併せて、徳島駅・琴平駅・松
山駅・高知駅の４駅で、ＪＲ四国様と四国ツーリズム創造機構の主催で、地元の関係者をお招
きして「四国デスティネーションキャンペーン観光列車出発式」を実施しました。
国の「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」が解除された翌日でもあり、華美とならな
いように執り行いましたが、多数のメディアに取り上げていただくことが出来ました。
各観光列車は、ほぼ満席の状況で、乗車されたお客様全員にサプライズとして各県産品をプ
レゼントしました。
また、重要なマーケットである関西地区におけるＰＲとして、ＪＲ四国様が関西私鉄各社と
コラボした宣伝を展開しています。その一部を紹介させていただきます。
新型コロナウィルスの感染状況が減少に転じている今、この四国デスティネーションキャン
ペーンが観光復興の切っ掛けとなるよう、皆様と連携しながらＰＲに取り組んで参ります。
（実施日／場所）10月1日（金）／徳島駅・琴平駅・松山駅・高知駅
（機構参加者）半井代表理事、桑村本部長、漆原統括副本部長、六車副本部長、安藤副本部長、
山本TM、谷M、竹本M、濱口M

愛媛県

香川県

高知県

徳島県

-１-

Googleマイビジネスワークショップの開催（愛媛県）について①

（ブランディング）

各地の魅力的な観光関連施設・店舗、宿泊施設、公共交通機関、四国八十八か所霊場を始め
とする寺社仏閣等、四国には国内外観光客への情報伝達を強化すべきスポットが数多くありま
す。
当機構では、Googleマイビジネスを皆様の情報発信にお役立ていただくため、専門家を招
いて、その登録方法や運用のコツをお伝えしております。
10月28日、その第一弾として、愛媛県松山市でワークショップを開催いたしました。これ
までGoogleマイビジネスの存在自体を全く認識されていなかった方や、名前は聞いたことが
あるものの実際には触れたことのない方、これまで運用してきたが、さらに改善を図りたい方
など、どなたでもご参加いただけるものです。
参加者の皆様には、実際に会場へお運びいただき、講師との質疑応答をしながら、ワーク
ショップを組み立てていく想定でしたが、新型コロナウイルスの影響によるニューノーマルな
生活様式の変化か、リモートでの参加者様が多数いらっしゃいました。また、愛媛県内の賛助
会員様を中心に、非常に多くの観光関連施設様へお電話で直接ご案内いたしましたが、ほとん
どの方が業務のご都合がつかず、ご興味を持っていらっしゃいながらもご出席がかないません
でした。「新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着き、県民割の適用が再開され、また修学旅
行も本格的に再始動した状況のため、今は人手が足りない」、「新型コロナウイルスの流行時
であればリモートになるが参加しやすかった」、等のお声を多くお聞きしました。
当機構としては、四国の皆さまにとって、より参加しやすいワークショップとするため、当
初は開催県の事業者様を対象としておりましたが、次回以降、四国域内の方であれば、どの県
でもご参加いただけるように改善いたします。一度ご参加された方でも、復習やその後生じた
疑問解消のためなど、複数回のご参加も歓迎いたします。
また、ワークショップにご参加いただいた方の中でご希望があれば、講師が今年度末まで、
リモートでアフターフォローを行いますので、その後生じた疑問や困った状況を解消するサ
ポートができます。当機構の事業として、年度内無料ですので、お気軽にご希望ください。ま
た、必要な場合は、講師が登録代行を行うことも可能です。
※Googleマイビジネス・・・Googleマイビジネスは、無料で、簡単に、インターネット上
で店舗・施設の情報を発信できる便利なツールです。Googleマイビジネスを登録することで、
Googleマップ上で、店舗・施設までの経路検索数（お店への行き方を調べた数）の大幅な増
加が期待できます。外国人観光客が持っている、自分自身のスマートフォンでも、設定してい
る言語にほとんど自動翻訳されます。

【今後の開催予定】
〇徳島県
【日時】11月29日（月）

14:00～15:00（チャレンジ編）
15:15～16:15（実践編）
【場所】アスティとくしま １階 第二会議室（Zoomによるリモート参加可）
-２-

Googleマイビジネスワークショップの開催（愛媛県）について②

（ブランディング）

〇香川県
【日時】令和３年11月30日（火）14:30～15:30（チャレンジ編）
15:45～16:45（実践編）
【場所】高松シンボルタワー ５階 ＢＢスクエア（Zoomによるリモート参加可）
申込用QRコード

徳島県

香川県

高知県：会場・日程ともに調整中。
会場は高知市内を予定していますが、Zoomによるリモート参加可能です。
愛媛県
申込者数：２5名（リモート参加が多数のため、参加者実数は未確認）
（実施日／実施場所）10月28日（木）／愛媛県県民文化会館 第８会議室
（機構参加者）清水ＣＭＯ、竹本Ｍ、中村Ｍ

香川県 意見交換会について

（ブランディング）

全国的な新型コロナウイルスの感染拡大収束の見通しが立たなかったことから、10月26
日（火）、第２回意見交換会をオンラインで開催しました。 会議では、協賛会員や顧問、香
（ブランディング）
川県内の多くの賛助会員の皆様にご出席いただき、事業推進本部から第５次四国観光交流戦
略や本年度事業の中間報告、今後の事業計画をご説明しました。 また、10月1日から開催中
の四国DCについても、現状報告いたしました。
出席いただいた会員様からは、事業へのご質問、ご要望をいただきました。役員の会員様
を始めとして、会員の皆様との連携を引き続き強化し、四国の観光振興に向けて協力して取
り組んでいくことを確認しました。
（実施日／実施場所）10月26日（火）／ZOOM
（ブランディング）
（機構参加者）桑村本部長 他8名
（マーケティング）

香川県内DMO会議について

（ブランディング）

本年3月、四国経済連合会、四国アライアンス、当機構の3者で共同策定した「四国の観光
ビジョン」の実現などに向けて、各DMOの現状や課題を共有するために意見交換を実施しま
した。当機構からは本年策定した「第5次四国観光交流戦略」や本年度事業の実施状況につ
いてご説明した後、参加いただいた香川県内の各地域・地域連携DMOの皆様から現在取り組
まれている事業の状況や今後の課題感についてご共有いただきました。
参加DMO：香川県観光協会様（地域連携DMO）、丸亀市観光協会様（地域DMO）
（実施日／実施場所）10月26日（火）／ZOOM
（機構参加者）桑村本部長 他8名

-３-

「Lonely Planet’s Best in Travel 2022」地域部門 第6位に「四国」が選ばれました！

（マーケティング）

10月28日、世界的に人気の高い旅行ガイドブック「Lonely Planet（ロンリープラネッ
ト）」が発表する2022年にお勧めの旅行先「Best in Travel 2022」の地域部門で、日本
の「四国」が第6位に選出されました。（https://shikoku-tourism.com/info/257）
選定に当たっては、コロナからの人類の「癒し」「新しい世界感」といったコンセプトで
「四国遍路」が大きな要素となり、【some lesser-known gems like Shikoku, Japan（あ
まり知られていない日本の宝）】として同社のプレスリリースでも取り上げられています。
今回の発表を受け、同日付けで国内メディアの他、早期のインバウンド再開が見込まれる東
アジア市場（中国・香港・台湾・韓国）のメディア向けに一斉プレス配信を行った他、11月
4日には四国運輸局とJNTO、当機構の3者で共同記者会見を実施しました。また、JNTO
ローマ事務所や同ロンドン事務所にご協力いただき、イタリア・フィレンツェではロンリープ
ラネット（イタリア語版）出版社が主催するプレスカンファレンスへの登壇、ロンドンで開催
されたWorld Travel Marketではロンリープラネット社によるブース訪問などの各種イベン
トも行われました。
当機構では、この機を逃さず、国内外に向けて四国の魅力を発信していくため、選出記念の
ロゴマークを観光関連事業者の皆さまに広くご活用いただくこととしました。ご利用を希望さ
れる場合は、HPに掲載しました使用規程をご確認のうえ、申請書をご提出いただけましたら
審査後、画像データをお送りいたします。（https://shikoku-tourism.com/info/261）
今後も関係の皆々さまと手を取り合い、四国の観光振興に向けて全力で取り組んでいきます。
どうぞ引き続きのお力添えをお願いいたします。
（参考）Destination Top 10’s
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

Countries
Cook Islands
Norway
Mauritius
Belize
Slovenia
Anguilla
Oman
Nepal
Malawi
Egypt

Regions
Westfjords（Iceland）
West Virginia（USA）
Xishuangbanna（China）
Kent’s Heritage Coast（UK）
Puerto Rico
Shikoku（Japan）
Atacama Desert（Chile）
The Scenic Rim（Australia）
Vancouver Island（Canada）
Burgundy（France）

（ブランディング）
Cities
（ブランディング）
Auckland（New Zealand）
（ブランディング）
Taipei（Taiwan）
Freiburg（Germany）
Atlanta（USA）
Lagos（Nigeria）
Nicosia/Lefkosia（Cyprus）
Dublin（Ireland）
（ブランディング）
Merida（Mexico） （マーケティング）
Florence（Italy）
Gyeongju（South Korea）

（ブランディング）

-４-

四国をぐるっと楽しむ総合旅アプリ「しこくるり」の記者会見について

（マーケティング）

一般社団法人四国ツーリズム創造機構が観光復興支援事業のひとつとして、昨年開発した四
国をお得に周遊できる旅アプリ「四国旅ぱす。」について、グルメ、日帰り入浴等の新たな分
野の施設を多数登録し、レジャー予約、デジタルチケット購入などの役立つ機能を追加するな
ど、大幅なリニューアルを行い、四国の総合旅アプリ「しこくるり」として8月31日よりリ
リースしたことについて、記者会見を行いました。
※当初は9月に記者会見を予定しておりましたが、新型コロナウイルスの感染状況を鑑み、
10月に延期しました。
（実施日／実施場所）10月14日（木）／かがわ国際会議場
（発表者）半井代表理事、桑村本部長

2021年版世界の持続可能な観光地TOP100選への
香川県小豆島町の選出に関する記者会見について

（マーケティング）

持続可能な観光の国際的な認証団体であるグリーン・デスティネーションズが実施する表彰
制度「世界の持続可能な観光地ＴＯＰ１００選」に四国から初めて小豆島町が選出されたこと
について、記者会見を行いました。
（実施日／実施場所）10月14日（木）／かがわ国際会議場
（ブランディング）
（発表者）〇機構発表者
半井代表理事、桑村本部長
（マーケティング）
〇小豆島町発表者 松本町長、塩田主任主事

ＪＲ西日本

２０２２年度観光素材説明会

（ブランディング）
（マーケティング）

ＪＲ西日本主催の旅行会社・観光関係団体向けの２０２２年度観光素材説明会が、開催さ
れました。
２０２２年度の取組説明におきまして、時間をいただき、四国４県の観光トピックス、旅
の総合アプリ「しこくるり」のプレゼンテーションを実施しました。
現在開催中の四国ＤＣへの送客依頼を始め、アフターＤＣ、２２年度の瀬戸内国際芸術祭
や愛媛南予きずな博、八合霧鑑賞タクシー・ＤＭＶや観光列車＜ごめん・なはり線＞の利用
等での四国への送客をお願いしました。
また、当日は「Lonely Planet`s Best in Travel 2022 地域編」で四国が第６位に選ばれ
たことが発表された日となりました。世界的な旅行ガイドブックが四国を選んだということ
を、併せてアピールしてきました。
（実施日／実施場所）１０月２８日／ホテルグランヴィア大阪
（機構参加者）桑村本部長

-５-

２０２１年度 香川大学での公開講座について

（その他）

今年度も、香川大学地域マネジメント研究科、四国経済連合会と連携し、地域における観光
人材を育成するため、観光に関する市民公開講座「地域活性化と観光創造」を実施します。オ
ンラインでの参加も可能ですので、ご興味のある方は、ぜひ御視聴ください。
※会員の皆様には、公開講座開催前にZoom ID等をお送りします。
講義日
12月9日（木）
12月16日（木）

団体名
ＮＰＯ法人砂浜美術館
（一社）キタ・マネジメント

12月23日（木）

せとうち観光専門職短期
大学

1月13日（木）

（一社）そらの郷

1月20日（木）

阿佐海岸鉄道（株）

講師

演題

村上理事長

観光まちづくり組織（地域ＤＭＯ）の
地域における役割

髙岡代表理事

地域資源を活用した持続可能な観
光まちづくり

青木学長

「第５次四国観光交流戦略」成功の
カギを握る要素
～観光資源の活用と人材育成～

出尾事務局次長

地域支援型産業としての観光
～ファンマーケティングと顧客価値
の創造～

井原代表取締役専務

各種会議について

「世界初」が走る町
～ＤＭＶは地域活性化の切り札にな
れるか～
（ブランディング）
（ブランディング）

（その他）

【観光庁との意見交換会】
６日（水）、観光庁とオンラインで意見交換会を開催しました。当機構の組織や取り組み
状況等について報告のほか、令和４年度観光庁関係予算概算要求概要への要望事項等につい
て意見交換しました。
（実施日／実施場所）10月6日（水）／オンライン
（ブランディング）
（出席者）桑村本部長、漆原統括副本部長、安藤副本部長、清水ＣＭＯ （マーケティング）
【関西万博協会との意見交換会】
２０日（水）、２０２５年に開催される「大阪・関西万博」に向けて、万博協会とオンラ
インで意見交換会を開催しました。開催概要はまだ決まっていませんが、今後も万博協会と
連携を密にして、万博に訪れた訪日旅行客の皆様が四国にも訪れていただくよう取り組んで
まいります。
（実施日／実施場所）10月20日（水）／オンライン
（出席者）桑村本部長、漆原統括副本部長、安藤副本部長、清水ＣＭＯ

（ブランディング）

【令和３年度第１回広域周遊観光促進四国地域連絡調整会議】
２１日（木）、運輸局主催の連絡調整会議がオンラインで開催されました。会議では、域
内ＤＭＯや自治体から事業の進捗状況報告後、有識者の方々からご意見やアドバイスをいた
だきました。
（実施日／実施場所）10月21日（木）／オンライン
（出席者）桑村本部長、漆原統括副本部長、佐藤ＴＭ、清水ＣＭＯ、濱口Ｍ
-６-

後援・協賛等

（その他）
（その他）

当機構が後援・協賛している事業をご案内します。
事業名

期間

四国遍路世界遺産登録祈願
プロジェクト

ミュージカル「ジョン マイ
ラブ ～ジョン万次郎と鉄の７
年」

【購入申込】
2021年3月1日（月）
～同年5月13日（木）
【頒布】
2021年6月22日（火）
～2022年4月22日（金）
2021年9月2日（木）
～2022年8月 予定

備考（公式サイト等）

https://www.shikoku88knot.net/
※スケジュールについては、いずれも予定。

http://www.botchan.co.jp/index.php
（坊ちゃん劇場HP）
（その他）

【募集】
2021年5月28日（金）
～同年10月26日（木）
四国コンテンツ映像
フェスタ2021

【Ｗｅｂ投票】
2021年11月１日（月）
～同年11月19日（金）

https://www.shikoku-ictcon.jp/

【上映審査会及び表彰式】
2022年1月下旬

ミュージアム８８カードラリー
ｉｎ四国

2021年10月1日（金）
～2023年9月30日（土）

（事務局情報）
http://www.museum88.com/index.ph
p

長宗我部元親ＲＡＬＬＹ11

2021年11月5日（金）
～2022年1月16日（日）
[9時～16時30分]

http://www.nankokukankou.jp/life/dtl.php?hdnKey=1080

タクシーが旅を楽しくする「た
くたび高松」

2021年11月1日（月）
～2021年12月31日（金）

https://takamatsutaxi.com/takutabi/plan02/index.html

四国活性化プロジェクト

2021年11月～2022年3月

土佐の「おきゃく」2022

2022年3月5日（土）
～2022年3月13日（日）

代表理事の主な動静
10月1日（金）
10月14日（木）
〃

四国DC出発式
四国をぐるっと楽しむ総合旅アプリ「しこくるり」記者発表
2021年版世界の持続可能な観光地TOP100選への
香川県小豆島町の選出に関する記者会見

※当機構の会議：10月5日（火）

推進会議

-７-

１１月以降の主な予定表
区分

マ－ケ
ティング
（国内）

１１月

１２月

１月

２月

３月

４月

GSTCトレーニング 持続可能な観光に向けたワークショップ
（香川県小豆島町）
（４県で開催）
GSTCトレーニング
（（一社）キタ・マネジメント）

四国ＤＣ（10月～12月）

ＪＡＬとのタイアップキャンペ―ン（7月～12月）
ＡＮＡとのタイアップキャンペ―ン（10月～3月）
ワールドカフェ

マ―ケ
ティング
（国際）

ブラン
ディング

商談会
東京会場12/7
大阪会場12/16

（事務局情報）

（その他）

四国周遊型ワーケーション
モニターツアー
小豆島・西条・三好
11/8～11/11
幡多 11/29～12/2
GMBワークショップ
徳島県 11/29
香川県 11/30
GMBワークショップ
高知県 12月予定

意見交換会／徳島県（1２月中旬頃）
意見交換会／愛媛県（２月中旬頃）
四国で出会える世界の有名スポットコンテスト（8月～12月）
GSTC：Global Sustainable Tourism Council
GMB ：Googleマイビジネス
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