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Googleマイビジネスワークショップの開催（徳島県・香川県）につい
て
（ブランディング）
10月28日に愛媛県での開催に引続き、徳島県、香川県でGoogleマイビジネスワーク
ショップを開催いたしました。
当機構では、観光客、とりわけインバウンドの受入環境整備を目的として、無料かつ簡易な
情報発信ツールであるGoogleマイビジネス（Googleビジネスプロフィール）を、事業者の
皆様にお使いいただくべく、その登録方法や運用のコツをお伝えしております。現在、新型コ
ロナウイルス感染症の新型株の出現により、入国制限が行われていますが、アフターコロナに
おける反転攻勢に向けて、お役に立てるものと考えています。
徳島県で開催したワークショップでは、Googleマイビジネスの運用のご経験のある参加者
様と、専門的知見を有する講師の間で活発な質疑応答がありました。
香川県では、会場出席、リモート出席をあわせて、非常に多くの方にご参加いただきました。
チャットでの質問が中心でしたが、非常に多くの質問をいただきました。
次回、最後となるワークショップを高知県で開催します。ワークショップにご参加いただ
いた方の中でご希望の方には、講師が登録代行を含む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。
※Googleマイビジネス・・・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。今般、Googleビジネスプロフィールに名前が変わりましたが、本事業での呼
称は、混乱を避けるため“Googleマイビジネス”で統一します。
【今後の開催予定】
〇高知県（最後です）
【日時】令和３年12月20日（月）14:00～15:00（チャレンジ編）
15:15～16:15（実践編）
【場所】高知城ホール 中会議室（Zoomによるリモート参加可）
〇11月の開催実績
・徳島県
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）11月29日（月）／アスティとくしま 第２会議室
（機構参加者）漆原統括副本部長、清水ＣＭＯ、中村Ｍ
・香川県
申込者数：５３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）11月30日（火）／高松シンボルタワー BBスクエア
（機構参加者）清水ＣＭＯ、中村Ｍ

香
川
県

徳
島
県
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第４回四国周遊型ワーケーション推進協議会の開催及び
モニターツアーの実施に関するプレス発表について

（ブランディング）

当機構では、旅先などで休暇を取りながらテレワークする「ワーケーション」の四国全域へ
の呼び込み、さらには地方移住の拡大に結び付けることを目的に、本年１月、四国各地で地域
振興に取り組む団体・企業とともに、「四国周遊型ワーケーション推進協議会」（以下、協議
会）を設立いたしました。コンパクトでありながら独自性を持つ４つの顔を楽しめる四国を
「周遊」しながらワーケーションしていただく、四国ならではのスタイルを推進し、全国に発
信、訴求していくことを目指しております。
協議会では、四国の魅力を最大限堪能して頂きながらテレワークできるモデルプランを造成
するとともに、都市部からワーケーションに理解と関心のある企業・社員をモニターとして招
聘することで、市場性の確認やコンテンツのブラッシュアップなどを図ることを目的に、11
～12月にかけてモニターツアーを実施することとし、11月１日、記者発表いたしました。
モニターツアー記者発表の概要
（実施日／実施場所）
11月１日（月）／サンポートホール高松

５４会議室

（発表者）
四国周遊型ワーケーション推進協議会
代表幹事 半井真司（一般社団法人四国ツーリズム創造機構代表理事）
幹 事
桑村 琢（一般社団法人四国ツーリズム創造機構事業推進本部本部長）
事務局長 安藤栄祐（一般社団法人四国ツーリズム創造機構事業推進本部副本部長）
ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 床桜英二（徳島文理大学総合政策学部教授・地域連携ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長）
会 員
丸浦世造（一般社団法人三好みらい創造推進協議会代表理事）
〃
西尾保紀（新野シームレス民泊推進協議会理事）
〃
有本裕幸（小豆島観光戦略会議本部長）
〃
竹内 靖（株式会社ソラヤマいしづち常務執行役）
〃
宮尾法子（一般社団法人幡多広域観光協議会事務局長）
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「四国周遊型ワーケーション推進協議会」モニターツアー実施

（ブランディング）

四国周遊型ワーケーション推進協議会では、11月8～11日と11月29～12月２日の２回に
分けて、モニターツアーを実施いたしました。環境省「令和２年度（補正予算）国立公園・温
泉地等での滞在型ツアー・ワーケーション推進事業」制度を活用したもので、地域の魅力を
「人の交流を通じて体感」できる機会を設けるなどの「こだわりポイント」を大切にしました。
〇 モニターツアーの実施概要
（実施日／開催コース・名称）
11月８～10日 Ａ：小豆島コース「五感で感じる瀬戸内 小豆島の『島Workation』」
11月８～10日 Ｂ：西条コース 「霊峰・石鎚の恵みを活かすワーケーション」
11月10～11日 Ｃ：三好コース 「三好市全域でのビジネスワーケーション」
11月29～12月2日
D：幡多コース 「ビタミンＫｏｃｈｉがたっぷり！海辺のワーク＆リゾート」
（参加者）
Ａ、Ｂ、Ｄの各コース：株式会社リコー５名、日本航空グループ２名の合計７名
Ｃコース：株式会社リコー10名、日本航空グループ４名の合計14名
（「こだわりポイント」の概要）
①多様な場所での働き方の実証実験を行い、課題を抽出、改善を図る
②地域の持つ魅力を「人の魅力を通じて体感」できる機会を設ける
③従来の観光資源などをワーケーションの視点から見つめなおし、磨きをかける
A [小豆島]

Ｂ [西条]

Ｃ [三好]

E [新野]
※Ｅ「新野」コースは、受入地の都合で
今回のモニターツアー開催は見送り

Ｄ [幡多]
〔小豆島コース〕

二十四の瞳映画村 での
オリエンテーション
〔三好コース〕

ウマバ・スクールコテージ
での交流会

〔西条コース〕

地元経済界との意見交換会

西条市副市長と地元企業
関係者との意見交換

石鎚神社権宮司による
地域の歴史や文化の紹介

〔幡多コース〕

西山密厳寺での護摩焚き修行

黒潮町ふるさと総合センター前
の美しい浜辺を散策
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自然の中の交流で、打ち
解けた参加者

第１０回四国デスティネーションキャンペーン実行委員会
及び第７回推進委員会の開催について

（マーケティング）

１１月１０日（水）、第１０回四国ＤＣ実行委員会をオンライン形式にて開催し、その後第
７回四国ＤＣ推進委員会を書面形式で開催しました。議題としましては、現在までの取り組み
による予算執行の状況、並びに展開中のプロモーションの進捗状況の報告を行い、更に未執行
予算による２０２２年４～６月の間に計画されている四国アフターＤＣの取り組み施策などに
ついて説明し、承認をいただきました。
また、同時に四国の総合旅アプリ「しこくるり」のダウンロード数が１１月初に１万を超え、
１１月末には１万４千を超えると共に、ＪＲ四国デジタルチケット「四国ＤＣ満喫きっぷ」の
発売も１１月初に約５百枚だったのが１１月末には１千枚を超えました。
四国アフターＤＣに向けた取り組みとしては、着地観光素材の再調整を行うと共に、個人向
けにはホームページの改修に合わせた専用ガイドブックの制作や、デジタル広告の配信などに
取り組むと共に、旅行会社向けにはＪＲ四国様と連携しながら専用商品の造成に向けて取り組
んで参ります。本期間の終了からアフターＤＣの開始まで非常にタイトなスケジュールとなっ
ていますが、特に各県の皆様のご協力をいただきながら進めて参る所存です。
【第１０回四国ＤＣ実行委員会の開催概要】
（実施日／実施場所）11月10日（水）／オンライン
（機構参加者）六車副本部長、山本ＴＭ、谷Ｍ
【第７回四国ＤＣ推進委員会開催概要】
（実施日／実施場所）11月３0日（火）／書面
（ブランディング）

（ブランディング）

～お遍路×SDGｓ×アドベンチャートラベルをフックとした誘客促進事業～
（マーケティング）
モニターツアー開催
広 域 周 遊 観 光 促 進 の た め の 観 光 地 域 支 援 事 業 の 補 助 金 を 活 用 し て 実（ブランディング）
施する「お遍路
（マーケティング）
×SDGs×アドベンチャートラベルをフックとした誘客促進事業」の一環として、11月9日
(火)〜１１月12日(金)に実施いたしました。ロンリープラネット社の旅行ガイドブックの
「Best in Travel 2022」の本文でも取り上げられ、持続可能な観光地としてゼロ・ウエイ
スト宣言の「上勝町」、12番札所焼山寺からのトレイル、庵治～豊島間をチャーターボート
を利用するなど盛りだくさんの内容で、これまでの既存コンテンツについても、SDGsやアド
ベンチャートラベルの切り口から覗いてみると新たな付加価値が生まれることから、その視点
でのコンテンツの開発や磨き上げがしっかりとできることが感じられる内容のモニターツアー
でした。
（機構参加者）11月10日〜11日濱口M、清水CMO
11月11日～12日佐藤TM
※旅程及び写真は次ページに掲載
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旅程
日付

行程
羽田空港→高松空港

１１月８日（月）

高松市内（泊）

8:00
10:00～11:45

ホテル発
上勝町
ナルミファーム見学（ハーブ収穫体験

ティータイム、

オーガニック商品、試食販売）
１１月９日（火）

12:00~

カフェポールスター（昼食）

13:00～

Kinof(土地に戻るを体験）

15:30～

ゼロ・ウェイストアクションホテル HOTEL WHY
チェックイン後

18:00

古民家

スタッフよりゴミ分別体験のご案内（英語）

蔵（ミーカ・フラン氏（出張シェフ）による特別な夕食をご提供）

8:00

朝食（洋食）

9:00

ホテル発

10:30

12番札所

11:30

左右（そうち）内43号線沿いまで

12:15～13:30

チェックイン

焼山寺 ・・・下山（徒歩40分～程度）・・・600m

moku moku note Bakery & Café(昼食)
合流場所（サイクリングスタート地点）：暮石八幡神社（徳島県吉野川市美郷恵美子9）

１１月１０日（水）

14:00～

サイクリング（チェリーロード～東山郵便局～碁石八幡神社～

～15:00

～真鍋自転車～阿波紙ファクトリー

15:00～16:30

阿波紙ファクトリ―（阿波紙体験）

18:00

大畠酒造(プライベートシェフ） 梅酒蔵から梅酒の試飲
たねのや（泊）

8:00

ホテル発
合流場所（琴電仏生山駅

9:20～
12:00～13:00
１１月１１日（木）

もしくは

（ブランディング）
（ブランディング）

あずまうどん（昼食）

14:30

~ウォーキングまたはサイクリング～八栗ケーブル

15:00

八栗寺

（ブランディング）

合流場所（八栗ケーブル乗り場前

15：30頃）

16:00

庵治～豊島（家浦港）

16:30

結 - YUI｜豊島の古民家の宿/Japanese Inn in Teshima(泊）

18:00

海のレストラン（夕食）

8:00~

ホテル（朝食）

～12:00
12:30
１１月１２日（金）

法然寺駐車場）

法然寺～ サイクリング～

～サイクリング～棚田～豊島美術館～
唐櫃港～高松港

（ブランディング）
（マーケティング）

12:40～13:40

昼食

14:00～14:40

ちよだ製作所(施設見学）

15:00～16:30

塩江美術館（カンファレンスルーム

16:50

最終意見交換会）

高松空港 17:25発→18:45東京羽田

（ブランディング）
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香港・台湾BtoCオンラインイベントの開催について

（マーケティング）

観光庁の補助金を活用して実施する「中国・台湾・香港における訪日リピーター層向け四国
周遊促進事業」の一環として、7月８日～11日にかけて台湾・香港の在日インフルエンサー
２名による取材ツアーを実施し、それを踏まえて11月27日(土)に香港向け、11月28日(日)
に台湾向けのオンラインイベントを実施いたしました。イベント内容やスケジュールは下記の
とおりでした。
＜イベント出演者＞(香港)
＜イベント内容＞
・ベッキーさん(ファシリテータ―)
・ゲスト/体験ツアーレポート動画放映
・Laiさん(インフルエンサー)
・四国の魅力再発見！トークセッション
・JR四国 三谷さん
・参加者からのコメントチェック
＜イベント出演者＞(台湾)
・素敵な景品が当たるクイズコーナー
・郭さん(ファシリテーター)
・Pinkさん(インフルエンサー)
（実施日／実施場所）11月27日（土）、28（日）
・JR四国 小比賀さん
（機構参加者）佐藤TM

（ブランディング）
（マーケティング）

（ブランディング）
（マーケティング）
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「ワールドカフェin四国」の開催について

（マーケティング）

新型コロナウイルスの影響が長期化する中、四国の観光関係事業者と国内に事業所を持つ旅
行会社・ランドオペレーターの皆様の意見交換を目的に「ワールドカフェin四国」を開催しま
した。併せて意見交換の前に、各県にて4～6名の訪日旅行会社・ランドオペレーターの方に
お越しいただき１泊２日のファムツアーを実施しました。
およそ2年ぶりとなる対面での意見交換には、訪日旅行会社等20社、訪日メディア1社、四
国の宿泊・観光施設等から32社の皆様にお集まりいただき、四国側の最新情報や各市場の現
状など、ウィズ／アフターコロナを見据えた情報交換が行われました。
現在の情勢では変異株等の動きも懸念されますが、いずれ復活するインバウンド誘客に備え、
引き続き情報発信に努めて参ります。
〇ファムツアー
（実施日／実施場所）11月15日（月）～16日（火）／四国各県
（機構参加者）漆原副本部長、竹本M、中村M、濱口M
コース
徳島

香川

愛媛

高知

主な視察先
阿波踊り会館、長尾織布、徳島新鮮なっとく市
（釣り体験）、小便小僧、かずら橋、フォレストア
ドベンチャー祖谷
UDON HOUSE、父毋ヶ浜、田中屋、直島（ベネッ
セハウスミュージアム、家プロジェクト）、男木島
松山城、大街道、道後温泉街、サンライズ糸山
（E-bikeサイクリング）、道の駅よしうみ いきいき
館
屋形船仁淀川、スノーピークおち仁淀川、にこ
淵、さめうら荘、さめうらレイクタウン（カヌー体
験）

参加旅行会社等
ATSツアー(株)、BOJ(株)、JTBグローバルマーケ
ティング＆トラベル
Klook、(株)エイチ・アイ・エス、(株)ジーリーメディ
アグループ、(株)ジェイテック、みちのりトラベル
ジャパン、楽天グループ(株)
(株)エイチ・アイ・エス、(株)ジーリーメディアグ
ループ、ジャパン・トラベル(株)、 (株)すぎやまク
リエイト
（ブランディング）
JTBグローバルマーケティング＆トラベル、アメガ
（マーケティング）
ジャパン(株)、(株)ジーリーメディアグループ、(
株)トヨワ

〇ワールドカフェin四国
（実施日／実施場所）11月17日（水）／高松シンボルタワー ホール棟1階 展示場
（機構参加者）桑村本部長、佐藤TM、清水CMO、濱口M
ANA X (株)
ATS Tour(株)
BOJ(株) ※Beauty Of Japan
(株)JTBグロ－バルマ－ケティン
グ＆トラベル
(株)KKDAY JAPAN
Klook Travel and Technology
(株)Trip.com International
Travel Japan

参加旅行会社等
楽天グループ(株) ※Voyagin
アメガジャパン(株)
(株)エイチ・アイ・エス
クラブツーリズム(株)

（ブランディング）
東武トップツア－ズ(株)
（マーケティング）
(株)トヨワ 豊和旅行
日本春秋旅行(株)
(株)みちのりトラベルジャパン

(株)ジェイテック
ジャパン・トラベル(株)
(株)すぎやまクリエイト

(株)リレイク ※SHIKOKU GUIDE
(株)ジ－リ－メディアグル－プ
(株)MATCHA
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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

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」

期間
【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

鳴門周遊スマホdeスタンプラ
リー

2022年3月1日（火）
～2022年5月31日（火）

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
11月1日（金） 第４回四国周遊型ワーケーション推進協議会
四国周遊型ワーケーション モニターツアー 記者発表
11月4日（木） 「Lonely Planet’s Best in Travel 2022 地域編」四国第6位選出に
関する記者発表
※当機構の会議：11月2日（火）

推進会議

-８-

１２月以降の主な予定表
区分

マ－ケ
ティング
（国内）

１２月

１月

２月

３月

４月

５月

持続可能な観光に向けたワークショップ
（４県で開催）
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）

商談会
東京会場12/7
大阪会場12/16

（事務局情報）

マ―ケ
ティング
（国際）

（その他）

GMBワークショップ
高知県 12／20

意見交換会／徳島県（1月19日）

ブラン
ディング

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）
GMB ：Googleマイビジネス

-９-

