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１．三好市観光基本計画の進捗状況と課題の整理 

（１）進捗状況の整理 

取組１　観光基盤整備 70.0%

70.3% 実施内容 実施項目 進捗度

観光客アンケート調査により課題ルートの把握及び対応 50%

地域の交通困難者への対応も配慮 100%

景観を損ねる公道に面した廃屋の整備 75%

観光振興に向けた利活用 50%

リノベーション物件としての活用 75%

移住定住者向けのレジデンスとしての整備、ゲストハウスとしての活用等 75%

遊休化している資本ストックの整理
市内で遊休化している資本ストックを網羅的に整理し、観光振興へ供する可能性

を検討
75%

庁内連携による遊休資本ストックの利活用 民間企業と連携して遊休資本ストックの利活用を進める 75%

キャッシュレス環境整備
インバウンドだけでなく日本人観光客向けの施策としてのキャッシュレス環境の

整備
75%

外国人宿泊施設の修繕・整備の支援等の実施 75%

官民連携による外国人観光客の滞在拠点施設整備等の検討 50%

障がい者などに向け観光施設をユニバーサルデザインの視点で設計 50%

障がい者などに向け既存の観光施設をユニバーサルデザインの視点で改修 50%

本市の魅力である自然景観について周辺住民や観光客からの意見を聴取 100%

意見を取り入れた自然景観保全、景観に配慮した施設整備の推進。 75%

祖谷のかずら橋周辺修景整備計画の検討 75%

バリアフリー、ユニバーサルデザインを意識した整備

自然景観の保全と景観に配慮した観光施設整備の推進

三好市内の交通環境整備1.交通インフラ整備

外国人観光客向け施設の整備

廃校などの公共空間活用

4. インバウンド観光客受け入れ環

境整備
インバウンド観光客受け入れ環境の拡充

3. 公共空間活用

2.景観整備(空き家対策、等) 空き家対策

市内周遊を妨げている 2 次交通への課題対応

廃屋の整備

定住人口・関係人口創出につながる施策

1-1. ハード環境整備

マイノリティへ配慮したおもてなし体制の構築
5. バリアフリー、ユニバーサルデ

ザイン

自然景観の保全と景観に配慮した観光施設整備
6. 自然環境に配慮した観光施設整

備の推進

 実行プランを策定するにあたり、令和２年３月に公表された「第2次三好市観光基本計画（2020-2024）の進捗状況の整理を行った。

以下は基本計画に記された各計画の進捗度を示したものである。「0%」は未着手、「25%」は検討開始（予定含む）、「50%」は検討中、

「75%」はある程度検討が終了し計画まで及んでいるもの、「100%」実施中のものとした。 

戦略1 観光基盤整備 
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70.5% 実施内容 実施項目

観光関連事業者の意識醸成 宿泊事業者や飲食事業者向けのインバウンド観光客の接遇セミナーの実施 75%

観光関連事業者の各種研修会を開催 75%

三好市内に向けたインナープロモーションの実施 75%

各地域に点在するボランティア団体同士の連携や支援 100%

自律的に地域ガイドが養成されていく仕組みづくりを支援 75%

地域の小中学生・高校生が将来観光産業を担うような観光教育を推進 100%

観光振興による地域住民のシビックプライドを醸成 75%

リーディング産業としての観光産業の認識 75%

「観光振興の重要性や地域経済への効果」認識につながる情報発信 75%

「受け入れ体制側の対応マニュアル」と「観光客に向けた危機対応 マニュアル(多

言語での整備)」の作成に向けた具体的な検討
25%

行政組織内で連携し、部署を超えた情報交換を積極的に行いマニュアル作成に向

けた対応を協議する
25%

69.2% 実施内容 実施項目

地域観光を牽引するマネジメント能力、観光マーケティング能力を持ったリー

ダーの育成
75%

観光関連事業での起業家の育成 75%

2. 近隣組織との連携 近隣地域、観光関連事業との組織連携 三好市近隣の観光への取組
観光圏事業やDMOと観光関連施策の企画面、実施面、検証面など各フェーズにお

いて連携強化
50%

四国近隣の観光組織との効果的な連携 50%

四国周辺の観光組織との連携による集客拡大 50%

市内各地域で住民が地域活性化のために展開している(大歩危駅前・阿波川口駅周

辺や、祖谷等)活動の継続支援
75%

市内各地域の活動と協力した集客コンテンツの検討 25%

市内の観光関連事業者の交流会実施 75%

住民に向けた着地型観光旅行商品造成のワークショップ実施 100%

6. ワンストップ窓口機能の充実 観光客のためのワンストップ窓口機能の充実
観光客が快適かつ安心して周遊・滞在できる受け入れ環

境整備

観光案内所、道の駅、地域連携 DMO「（一社）そらの郷」などとの連携によるワ

ンストップ窓口機能の充実
75%

「にし阿波～剣山・吉野川観光圏」「DMO そらの郷」との連動 75%

三好市全体の観光振興に主体的に取り組む組織や各地域との役割分担 75%

広域観光周遊ルート形成のための「美の伝説」「せとうち・海の道」「スピリ

チュアルな島～四国遍路～」との連携
100%

1-2. ソフト環境整備

1-3.観光推進体制の整備

地域住民に向けた情報発信等の検討

観光危機管理体制の構築

次世代の子どもだちを含む地域住民への観光教育

「おもてなしの」心を育む「人づくり」の取組

地域ガイドをジオパーク・世界農業遺産の取組と連携し

育成

地域全体で観光客を受け入れる環境の構築1. おもてなし環境の構築

職業人としてのガイドの環境確立に向けた取組2. 有償ボランティアガイドの養成

観光振興に向けた体制づくりのため、官民（県、観

光協会、商工団体など）連携を促進

7. 観光実施主体、広域観光ネット

ワークの充実

4. 地域の活動支援 地域の活動支援

観光事業創出のための環境整備5. 観光事業創出に向けた取り組み

4. インナーブランディングの実施

1. 観光人材育成 観光人材の育成

四国近隣における自治体、DMOなどとの連携
3. 四国近隣における観光組織との

連携

5. 災害時等の危機管理対応 来訪する観光客に向けた危機管理対応の整備

地域内に向けたブランディング活動

観光振興の推進に不可欠な観光関連人材の育成

近隣の観光組織との連携

三好市内各地域の活動支援と協力の検討

地域から観光に関する施策が立ち上がる環境の整備

現状の観光客の移動動態に即した効果的、効率的な連携

次世代にわたり観光産業が振興するための教育3. 次世代に向けた観光教育の実施

１．三好市観光基本計画の進捗状況と課題の整理 
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取組２　観光消費額増加施策 59.0%

75.0% 実施内容 実施項目

三好市観光のマーケティング情報の一次情報取得 100%

マーケティング情報の市内関係者での共有、観光推進の機運醸成 75%

観光マーケティング調査における連携、情報共有の強化 75%

マーケティング情報取得の効果的、効率的な体制構築の検討 50%

50.0% 実施内容 実施項目

旬の食材を旬の時期に提供 50%

地元独特の食べ方による食材を観光客に提供 50%

インバウンド観光客向けのメニュー解説の付与 50%

地域産品の土産品、商品開発、ブランド化
「さるなし」などの地域産品を使った付加価値の高い商品開発、ブランド化への

所轄課との連携による取組
50%

ジビエなどを活用した料理の開発、 50%

ジビエ料理などの関連事業者への提供 50%

所轄課との連携による食材の流通システムの確立 50%

伝統料理提供の取組 ひらら焼きなど伝統料理を提供できる飲食店を増やす取組 50%

世界農業遺産認定メニューの開発 世界農業遺産認定を活用した飲食メニューの開発、飲食店などでの提供 50%

高単価飲食メニューの開発 富裕層インバウンド観光客向けの高級食材を利用した高単価の飲食メニュー開発 50%

2-1.マーケティング・リサーチの展開

2-2.食の魅力創出

三好市観光に対するマーケティングリサーチ

三好市内の観光関係組織（県庁、にし阿波観光圏、三好

市）との連携

宿泊施設や飲食施設との連携による特色ある地元食材の

提供

ジビエ料理などの開発

地域の食材を生かした食の魅力の創出

三好市の地域ブランディングに向けた施策検討のた

めの情報収集
1.マーケティング情報の収集

1.新しい食の魅力の創出

59.9% 

１．三好市観光基本計画の進捗状況と課題の整理 

戦略２ 観光消費額増加施策 
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56.8% 実施内容 実施項目

「ウォータースポーツのまちづくり」の取組との連動
観光とウォータースポーツツ及びヒーリング事業者と連携した各種イベントの開

催
25%

観光PRの拡充 観光拠点づくり、観光情報の発信など観光 PR の充実 50%

吉野川を活用したスポーツの魅力創出 地域のラフティング事業者と連携し川の魅力のブラッシュアップや情報発信等 75%

急傾斜地での体験型観光の推進
世界農業遺産認定の急傾斜地での暮らしやアウトドア・ヒーリングとの連携によ

る体験型観光の推進
0%

トレッキングコースの整備、 MTB などニュースポーツのアクティビティ開発の検

討。
50%

川と山を活用したアウトドアスポーツサイトの整備 75%

林業を活用したツーリズムプランの造成 所管課との連携による木育と関係付けた「木育ツーリズム」の推進など 75%

木材を活用した商品開発 木材を活用したお土産品開発 50%

三好市ジオガイドの育成 75%

三好市のジオパーク認定を目指す取組 75%

「スポーツコミッシ ョン」の設立、運営の取組 スポーツや自然を活用した取組の推進 スポーツを中心にした誘客や MICE開催 75%

75.0% 実施内容 実施項目

教育委員会との連携による市内に点在する有形、無形の文化財を活用したツアー

の企画等
75%

各地に残る伝承や伝説を、積極的に観光振興に活用(妖怪伝説、三好長慶武者行列

まつり等)
75%

文化・歴史の魅力を観光客へ伝えることができるガイドの養成 75%

ガイドを活用した文化・歴史の魅力を体験できるツアーの造成、販売 75%

放置されている古民家等の観光施策への活用を検討 75%

2-3. ジオ（地球・大地）を活用した自然

および自然と歴史文化関係性を魅せる 仕

組みづくり

2-4.文化・歴史の魅力創出

アウトドアスポーツの開発、環境整備

三好市の重要な産業である林業を観光に活用

ジオツーリズムの確立

市内の歴史文化資源を活用した施策 の立案

アウトドアアクティビティの推進

3. 林業の活用

ジオツーリズム創出に向けた取り組み

4. その他

1.文化・歴史の魅力創出 文化・歴史の魅力創出

川を活用したウォータースポーツの取組1. 川の活用

2. アウトドアスポーツ

63.6% 

56.8% 実施内容 実施項目

「ウォータースポーツのまちづくり」の取組との連動
観光とウォータースポーツツ及びヒーリング事業者と連携した各種イベントの開

催
25%

観光PRの拡充 観光拠点づくり、観光情報の発信など観光 PR の充実 50%

吉野川を活用したスポーツの魅力創出 地域のラフティング事業者と連携し川の魅力のブラッシュアップや情報発信等 75%

急傾斜地での体験型観光の推進
世界農業遺産認定の急傾斜地での暮らしやアウトドア・ヒーリングとの連携によ

る体験型観光の推進
0%

トレッキングコースの整備、 MTB などニュースポーツのアクティビティ開発の検

討。
50%

川と山を活用したアウトドアスポーツサイトの整備 75%

林業を活用したツーリズムプランの造成 所管課との連携による木育と関係付けた「木育ツーリズム」の推進など 75%

木材を活用した商品開発 木材を活用したお土産品開発 50%

三好市ジオガイドの育成 75%

三好市のジオパーク認定を目指す取組 75%

「スポーツコミッシ ョン」の設立、運営の取組 スポーツや自然を活用した取組の推進 スポーツを中心にした誘客や MICE開催 75%

75.0% 実施内容 実施項目

教育委員会との連携による市内に点在する有形、無形の文化財を活用したツアー

の企画等
75%

各地に残る伝承や伝説を、積極的に観光振興に活用(妖怪伝説、三好長慶武者行列

まつり等)
75%

文化・歴史の魅力を観光客へ伝えることができるガイドの養成 75%

ガイドを活用した文化・歴史の魅力を体験できるツアーの造成、販売 75%

放置されている古民家等の観光施策への活用を検討 75%

2-3. ジオ（地球・大地）を活用した自然

および自然と歴史文化関係性を魅せる 仕

組みづくり

2-4.文化・歴史の魅力創出

アウトドアスポーツの開発、環境整備

三好市の重要な産業である林業を観光に活用

ジオツーリズムの確立

市内の歴史文化資源を活用した施策 の立案

アウトドアアクティビティの推進

3. 林業の活用

ジオツーリズム創出に向けた取り組み

4. その他

1.文化・歴史の魅力創出 文化・歴史の魅力創出

川を活用したウォータースポーツの取組1. 川の活用

2. アウトドアスポーツ

１．三好市観光基本計画の進捗状況と課題の整理 
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50.0% 実施内容 実施項目

ナイトタイムエコノミーの推進 ナイトタイムエコノミーの検討 ナイトタイムエコノミーの創出を最重要課題として検討 夜間に楽しめるアクティビティやコンテンツの創出に向けた検討 50%

64.3% 実施内容 実施項目

市観光情報サイト（大歩危・祖谷観光 NAVI）等の効果的な活用 75%

 ICT 技術の導入による三好市ガイドアプリのさらなる強化 75%

SNSを活用した情報発信の促進 来訪者による SNS などを活用した情報発信を促す取り組みを検討 75%

2. 営業の強化 海外向けの営業強化 海外向けのPR、営業の強化 ファムトリップや海外キャンペーンの実施 50%

地域ブランドである「千年のかくれんぼ」のコンセプトの浸透と活用を通じて、

ブランドコンセプトの確立と情報提供に努める
75%

ターゲットを明確化した効果的な情報発信の実施 50%

統一的な地域のイメージを国内外に発信 50%

41.7% 実施内容 実施項目

1. MICE の誘致を強化 MICE の誘致を強化 「ユニークベニュー」活用に向けた検討 市内施設の「ユニークベニュー」 として利活用の可能性を検証、企画 0%

2. 三好市まるごと観光ガイド人材

の育成
三好市まるごと観光ガイド人材の育成 幅広い分野をガイドできる人材を育成

文化財ガイド、木育ガイ ド、ジオガイド、観光ガイド、世界農業遺産ガイド、食

と農の景勝地ガイドなど多くの人材の養成、登録、活用
75%

3. 市全域を周遊する観光資源の創

出
市全域を周遊する観光資源の創出 人気観光エリア以外に波及する観光ルートの創出

「大歩危・祖谷周辺」以外の三好市全域を周遊する観光ルートの作成、地域住民

団体や他の取組との連動
50%

2-5.ナイトタイムエコノミーの推進

2-6.情報発信・営業の強化

2-7.その他関係事項

情報発信の強化

3. ターゲットを明確化した営業の

強化
ターゲットの明確化とブランディング確立

1. 情報発信の強化

情報発信の強化

ターゲットの明確化、三好市のブランディング確立

１．三好市観光基本計画の進捗状況と課題の整理 
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20.3%

56.3% 実施内容 実施項目

1. 地域全体を循環する観光産業ク

ラスターの形成に向けた検討
観光消費による地域の経済波及効果を高める施策 市内の産業同士の連携による事業者の取引増加

祖谷や三野といった地域の農産品などを、大歩危・祖谷地域における宿泊事業者

や飲食事業者などで原材料として使用することを実現する仕組みづくり
75%

2. 雇用の創出に向けた取り組み 観光産業の雇用創出と魅力ある産業としての確立
次世代を意識した市のリーディング産業としての観光産

業の確立
市内の中高生を対象に将来の三好市での就業や観光産業の魅力を伝える 75%

地域外の民間企業の参入促進 観光関連の事業への地域外民間企業の参入促進 75%

さらなる観光政策への再投資の検討 観光による収入をさらなる観光政策に再投資する仕組みづくり 0%

25.0% 実施内容 実施項目

1. テーマ型コミュニティの創出に

向けたイベント企画
テーマ型コミュニティの創出に向けたイベント企画

関係人口創出、定住人口の増加につながるイベントを企

画
毎年、隔年など定期的に観光客と地域住民が交流できるイベントを企画 0%

都会にはない三好市の魅力を伝える場となるようなイベントの企画 75%

民泊や農泊の推進と関連づけたイベントの企画 0%

0.0% 実施内容 実施項目

1.  観光消費額の一部が環境保全に

つながる仕組みづくり
観光収入を観光保全に使う仕組みの構築

自然、環境に関する観光収入を環境保全に使う仕組みの

構築

自然観光のツアー代金や木材を利用した土産物の売り上げを観光保全に用いるこ

とで観光と環境保全を連動させる方法の検討
0%

2. フィランソロフィーの仕組みづ

くり

富裕層インバウンド客のフィランソロフィー用の仕

組みづくり

富裕層インバウンド客による環境保全への資金獲得方法

を検討
環境保全を目的とした寄付金口座や基金の設立などの仕組みづくりを検討 0%

環境保全のための活動そのものをツアー化し、収益化と環境保全の両立を検討 0%

環境保全の仕組みづくりに向けた環境ボランティア体制の整備 0%

0.0% 実施内容 実施項目

1. 観光消費額が文化財の保全につ

ながる仕組みづくり
観光消費額を文化財保全に使う仕組みづくり 観光消費額の増加が文化財保全につながる仕組みの検討

三好市の文化財を活用したツアー代金、無形文化財の技術を利用したお土産品の

売上の一部を文化財保全に使う仕組みなどの検討
0%

2. 無形文化体験の場づくり 無形文化保全のための体験の場づくり 無形文化の保全につながるイベント、ツアーの企画 観光客が無形文化財を体験できるイベント等の企画 0%

文化財保全活動をツアー化し、収益化と文化財保全の両立を検討 0%

文化財保全の仕組みづくりに向けたボランティア体制の整備 0%

3. 有形文化財保全ボランティア体

制整備、ツアー化

2. 移住者と観光客の交流の場の創

出

収益化と環境保全の両立の検討環境ボランティア体制の整備、ツアー化
3. 環境ボランティア体制の整備、

ツアー化

3-1.外貨獲得の地域ビジネスモデル

のデザイン

3-2.新しい「地域コミュニティ形

成」に向けたデザイン

 3-3.環境保全に向けた持続可能型

の観光開発に向けたデザイン

戦略 3-4.地域の文化の保護・継承

に向けたデザイン

取組３　観光振興の効果発現のためのデ

ザイン

収益化と文化財保全の両立の検討有形文化財保全のための仕組みづくり

関係人口創出、定住人口の増加につながる交流イベント

を企画
移住者と観光客の交流イベントの企画

3. 域内に向けた再投資の活性化、

地域外の民間企業の誘致

地域ブランドを維持した上での市場拡大のための検

討

１．三好市観光基本計画の進捗状況と課題の整理 

戦略３ 観光振興の効果発現のための 
     デザイン 
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１．三好市観光基本計画の進捗状況と課題の整理 

 「第2次三好市観光基本計画（2020-2024）」は、3つの戦略から成り立ち、それぞれの戦略が段階的に関連する構造となっている。全体

の位置づけは「あらゆる政策に横串を刺すリーディング産業」とされており、KPIは「地域活性化の実現」となっている。そのため、実行プランでは進

捗度の低い項目を集中的に実行に移すための方策を明記しているが、進捗度が高い項目についても定期的にモニタリングを行い、進捗の遅れ

がみられる項目については新たに実行プランに追記する等の対策を行うものとする。 

出所：「第2次三好市観光基本計画 2020-2024」  

進捗度50%以下 

基本計画モニタリング 
令和3年10月実施 

実行プラン 
令和4年3月策定 

進捗度50%以下 

基本計画モニタリング 
令和4年10月実施 

実行プラン 
令和5年3月改定 

＜PDCAサイクルイメージ＞ 
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１．三好市観光基本計画の進捗状況と課題の整理 

（２）課題の整理 

観光基本計画の進捗度（全体）：49.8% 

 
戦略１ 

観光基盤整備 

70.0% 

＜基本計画記載事項＞ 
 観光基盤整備は、地域のリーディング産業
としての観光産業を効果的に機能させるため
に必須事項である。なぜならハード・ソフトにお
いて受け入れ環境の基盤が脆弱であれば、あ
らゆる観光政策の効果が弱まってしまうからで
ある。 
 また特にハード面における観光基盤整備は、
観光だけでなく地域の課題解決と連動する
ケースがある(2次交通対策や景観整備など)。  
 以上から、「戦略1.観光基盤整備」は、この
戦略単体で誘客を実現するものではないが、
「戦略2.観光消費額増加」に向けて重要な
意味を持つ。  

＜基本計画記載事項＞ 
 観光消費額増加は、本計画において最も
重要な部分である。なぜなら、こうした視点を
欠いたままではいくら誘客を実現しても、地域
における経済効果が小さく、観光による経済活
性化効果が期待できないからである。 
 この「戦略2.観光消費額増加施策」 三好
市観光基本計画は以下のいずれかの変数※

を増加させることが目的である。 
 以下では三好市観光をテーマごとに戦略と称
し細分化するが、こうした細分化されたテーマ
別観光体験が増えれば増えるほど、三好市
訪問者数増加や滞在延長にダイレクトにつな
がっていく。  

＜基本計画記載事項＞ 
 本計画の最も特徴的な戦略となる。上記
の「戦略2.観光消費額増加施策」が本計
画の目的の一つである「地域経済活性化」
に資するものであったとすれば、本戦略はこう
した経済活性化やその他の目的である地域
コミュニティの再生や、環境保全、歴史・文
化の保全に取り組んでいくのかを明言するも
のである。 
 本戦略は誘客の先にあるものを計画に織
り込むという意味で新規性がある。  

戦略2 
観光消費額増加施策 

59.9% 

 
戦略3 

観光振興の効果発現のためのデザイン 

20.3% 

※１ 変数 
観光消費額=観光客数×観光消費単価  
・観光客数=国内日帰り観光客+国内宿泊観光客+日帰りインバウンド観光客 +宿泊インバウンド観光客  
・観光消費額単価=観光消費額(宿泊の有無・市内滞在時間・購入する財・サービス)  

 「第2次三好市観光基本計画（2020-2024）」の各計画の進捗度を整理すると以下の通りとなる。全体では進捗度49.8%、戦略１は

70.0%、戦略2は59.9%、戦略3は20.3%となった。 
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１．三好市観光基本計画の進捗状況と課題の整理 

（３）本計画における取組方針 

①全体 

• 計画全体の進捗率は50%を切る結果となった 

• 環境整備は70%と比較的進んでいるものの、取組2,3の基盤となる項目であるため更なる推進が求められる 

• 消費額向上施策は59%と取り組みごとにばらつきがみられる 

• 効果発現に向けた取組は20%と課題を残す結果となっている 

 計画を着実に進行していくためには、各取組の詳細の進捗を把握のうえそれぞれにおいて対策を講じる必要がある 

②各取組に対応した対策 

●観光環境整備 

• 「市内周遊を妨げている 2 次交通への課題対応」について、計画段階までは進んでいるものの実行と検証には至っていない。 

• 「バリアフリー、ユニバーサルデザインを意識した整備」についても同様に計画段階までは進んでいるものの実行と検証は未着手。 

• 「観光危機管理」において、多言語化含めて対応は未着手。 

• 「近隣地域・四国近隣との連携」については、他団体側が主体となって実施しているものが多く、三好市から仕掛けているものが見当たらない

状況である。 

 「市内周遊を妨げている2次交通への課題対応」「バリアフリー、ユニバーサルデザインを意識した整備」は観光基本

計画実行プラン（以下「実行プラン」という）に入れ込み、進捗管理を行うものとする。 

 「観光危機管理」においては、計画立案から「実行プラン」に組み込む必要がある。 

 他地域との連携ついては、三好市が「何を働きかけるか」を明確にして、本市にとってプラスになる取組を働きかけて

いく必要ある。そのための「実行プラン」を組み立てる。 
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１．三好市観光基本計画の進捗状況と課題の整理 

●観光消費額増加施策 

• 「マーケティング情報」については、現状を把握するためのデータ収集は進んでいるものの分析から対策へとつながるマーケティング戦略が組まれ

ていないように見受けられる。 

• 「食の魅力創出」については、多くの取組みが見られる一方実販売はこれからとなるため、消費額向上に向けた着実なプロモーションが求めら

れる。 

• 「川を活用したウォータースポーツの取組」については、コロナ禍の影響もありモニター等による評価に至っていない。 

• 「アウトドアスポーツ」「林業の活用」「ナイトタイムエコノミー」など、新たな観光コンテンツの開発についてもコロナ禍の影響が大きい。消費額向

上の重要な取り組みとなるだけに、着実に進めていく必要がある。 

• 情報発信手法については、今一度アクセスごとの手法を整理し、それぞれの取組に関する目標値設定等により進捗管理を行う必要がある。 

• 「ユニークべニュー」や「新たな観光資源の発掘」は、未着手。 

 マーケティングデータについてはどの様な活用方法を想定し、何を視点に置いて分析を行うかが求められる。そのた

めマーケティングリサーチ手法を改め、分析内容を明確にしたうえで実行に移すことを「実行プラン」に盛り込む。 

 「食の魅力創出」「川を活用したウォータースポーツ」については本市におけるキラーコンテンツになりうるものと考えら

れるため、個別に魅力創出、磨き上げに関する計画を、「実行プラン」に盛り込む。 

 その他の「観光資源」に関する取組は、「観光資源の発掘及び磨き上げ」として「実行プラン」に盛り込む。 
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１．三好市観光基本計画の進捗状況と課題の整理 

●観光振興の効果発現のためのデザイン 

• 本取組は、進捗率20%と全体的に低い結果となっている。内容を細かく見ると「文化財の保全」や「無形文化財の保全」「有形文化財の

保全」などJSTS-D指標と連動する項目が多い。 

• これらの取り組みを進めていくことは、JSTS-Dへの取組に直結するだけでなく地域の競合差別化にもつながる重要なものである。 

• また、「テーマ型コミュニティの創出」は関係人口づくに資するものであり、持続可能な観光地経営を体現する取組ともいえる。 

• 以上の計画を進めるためにはステークホルダーを交えた検討の場づくりが必要であり、併せて民間企業の再投資を促す仕組み作りが必要とな

る。 

 以上のことから、本取組については根本的なテコ入れと具体的な実行に移していくための綿密な計画を実行プラン

に盛り込む。 

 全体的にJSTS-Dとの関連項目が多く、「実行プラン」においてはJSTS-Dの観点を盛り込んだ形で作成する。 

13 



１．三好市観光基本計画の進捗状況と課題の整理 

（４）本計画の位置づけと構造 

 以上の結果から、実行プランは「第2次三好市観光基本計画（2020-2024）」のうち特に進捗度が低い計画について具体的な実行計画

を策定し、それを実行することにより、基本計画の着実な実施に寄与することを目的とする。 

（５）実施スケジュール 

 実行プラン実施のスケジュールは以下の通り。 

項目 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 

第2次三好市 
観光基本計画 

実行プラン 

実行計画（2022年～2023年） 実行計画策定 

検証・見直し 

基本計画策定 
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２．観光環境整備を着実に進めていくための実行計画 

（１）二次交通課題に対する取組の推進と検証方法の整備 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

1-1. ハード環境整備 1.交通インフラ整備 三好市内の交通環境整備 
市内周遊を妨げている 2 次交
通への課題対応 

観光客アンケート調査により課
題ルートの把握及び対応 

現状・課題 進捗状況 

にし阿波観光圏整備事業により、2019年度交通事業調査を実
施。実績報告で示された課題及び提案事項については、2021年
度策定に向けた地域交通計画にて、今後検討していく。また、かず
ら橋夢舞台をハブとした奥祖谷地域へのアクセス向上は課題となっ
ている 

地域交通計画策定や四国交通の今後のダイヤ改正にて対応を検討中。また、2021年10月より、そ
らの郷より奥祖谷ルートの実証実験及び剣山登山ルート（つるぎ町側）への実証実験を行う。 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

二次交通網の整備に向け、祖
谷・奥祖谷周遊及び剣山登山

ルートの実証実験 

• ルート案の作成 
• 実証実験の実施 
• 経済性の検証 

2023年3月 

地域交通計画の策定を踏まえた
観光地へのアクセス環境の改善 

• 関係者による検討会の実施 
• 利用実態に応じたダウンサイジングや、デマンド(予約運行型)の実証運行の実施 

2024年3月 

 本章では、「第2次三好市観光基本計画（2020-2024）」のうち特に進捗度が低い計画について抽出し、着実に実行に移していくための

計画を以下の通り整理する。 
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２．観光環境整備を着実に進めていくための実行計画 

（２）アクセンシブルツーリズム推進に向けた具体的な施策 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

1-1. ハード環境整備 
5. バリアフリー、ユニバーサルデ
ザイン 

マイノリティへ配慮したおもてな
し体制の構築 

バリアフリー、ユニバーサルデザイ
ンを意識した整備 

障がい者などに向け観光施設
をユニバーサルデザインの視点
で設計 

現状・課題 進捗状況 

現在観光施設の整備については、予定していない。一部イケダ湖
にて拠点整備施設の整備を計画中である。 

2020年度ウォータースポーツ推進事業において、アウトドアスポーツツーリズム拠点整備事業を実施し
た。水上関連施設整備として、ウォーター桟橋及びスラロームライン設置、イケダ湖艇庫前階段改修、
ウォータースポーツ備品整備。池田湖拠点整備 基本構想・基本計画を策定した。 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

アウトドアツーリズム拠点整備 
事業について、ユニバーサルデザ

イン視点の検証 

• 有識者による検討会の実施 
• 必要に応じた整備 

2024年3月 

池田湖拠点整備基本構想・基
本計画について、ユニバーサルデ

ザイン視点の検証 

• 有識者による検討会の実施 
• 必要に応じた計画案の見直し 

2024年3月 

新たな観光施設整備計画は、
ユニバーサルデザインの視点を盛

り込んだ計画とする 

• 有識者による検討会の実施 
• 視点を盛り込んだ計画の策定と計画の検証 

2024年3月 
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２．観光環境整備を着実に進めていくための実行計画 

（２）アクセンシブルツーリズム推進に向けた具体的な施策 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

1-1. ハード環境整備 
5. バリアフリー、ユニバーサルデ
ザイン 

マイノリティへ配慮したおもてな
し体制の構築 

バリアフリー、ユニバーサルデザイ
ンを意識した整備 

障がい者などに向け既存の観
光施設をユニバーサルデザイン
の視点で改修 

現状・課題 進捗状況 

現在観光施設の整備については、予定していない。一部イケダ湖
コにて拠点整備施設の整備を計画中である。 

2020年度ウォータースポーツ推進事業において、アウトドアスポーツツーリズム拠点整備事業を実施し
た。水上関連施設整備として、ウォーター桟橋及びスラロームライン設置、イケダ湖艇庫前階段改修、
ウォータースポーツ備品整備。池田湖拠点整備 基本構想・基本計画を策定した。 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

バリアフリー、ユニバーサルデザイン
視点による現場検証 

• 有識者による既存観光施設の実査 2023年3月 

バリアフリー、ユニバーサルデザイン
視点による改修案の策定と実施 

• 実際に基づく課題の抽出と改修案の策定、改修の実施と検証 2024年3月 
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２．観光環境整備を着実に進めていくための実行計画 

（３）観光危機管理計画の立案に向けたロードマップ 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

1-2. ソフト環境整備 5. 災害時等の危機管理対応 
来訪する観光客に向けた危機
管理対応の整備 

観光危機管理体制の構築 

「受け入れ体制側の対応マニュ
アル」と「観光客に向けた危機
対応 マニュアル(多言語での整
備)」の作成に向けた具体的な
検討 

現状・課題 進捗状況 

三好市の国際性を高め、徳島らしい「おもてなし」によるイメージアップ、観光客拡大のために、三好市外国人観光客対
応マニュアルを作成している。平成29年度外国人観光客多言語対応支援事業。「基本会話」「宿泊」「飲食」「観光」
「緊急時対応」の対応方法をまとめ、指差し会話の機能も併用している（指差し会話：日本語で伝えたい内容を指差
し、英語の部分をお客様に見せることで、コミュニケーションが成り立つもの）。プリントアウトして施設内の張り紙としてご
利用いただけるデータについても大歩危祖谷ナビ等で対応。 

多言語での整備については未着手。 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

観光客に向けた 
危機対応マニュアルの策定 

• 有識者による検討会の実施 
• 危機管理対応マニュアルの策定 

2023年3月 

危機対応マニュアルの 
多言語化 

• ネイティブによる危機管理対応マニュアルの多言語化 2023年3月 
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２．観光環境整備を着実に進めていくための実行計画 

（３）観光危機管理計画の立案に向けたロードマップ 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

1-2. ソフト環境整備 5. 災害時等の危機管理対応 
来訪する観光客に向けた危機
管理対応の整備 

観光危機管理体制の構築 

行政組織内で連携し、部署を
超えた情報交換を積極的に行
いマニュアル作成に向けた対応
を協議する 

現状・課題 進捗状況 

災害対策基本法第４２条の規定に基づき、令和2年2月18日
（火）に三好市防災会議を開催し、三好市地域防災計画の修
正が承認。 
外国人に対する防災対策及び帰宅困難者等対策については、主
な実施機関として、 市（危機管理課、地方創生推進課、市民
課、まるごと三好観光戦略課、商工政策課、 学校教育課、各支
所）となっている。 
外国人に対する防災対策としては、災害時に迅速かつ的確な行
動がとれるよう防災知識の普及・啓発、防災教育や防災訓練への
参加の促進に努めるとともに、地域全体で外国人への支援システ
ムや救助体制の整備などに努めることとしている。  
旅行者等の帰宅困難者対策としては、大規模災害等により道路
や鉄道等が不通となったため、帰宅困難となった旅行者や遠距離
通勤者等の一時的な避難場所の確保及び電柱等への避難誘導
標識の設置や観光案内図板への避難所等の表示等に努めことと
している。 

マニュアル作成については、三好市外国人観光客対応マニュアルを作成している。観光危機管理計画
については未着手。 
三好市地域防災計画に基づき、にし阿波観光危機管理対策基本方針（にし阿波～剣山・吉野川
観光圏協議会策定）を参考に検討。 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

三好市観光危機管理計画の策定 
・庁内連携会議において検討  
・有識者による検討会の実施  
・観光危機管理計画の策定 

2024年3月 
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２．観光環境整備を着実に進めていくための実行計画 

（４）近隣地域との連携における具体的な施策 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

1-3.観光推進体制の整備 2. 近隣組織との連携  
近隣地域、観光関連事業との
組織連携 

三好市近隣の観光への取組 

観光圏事業やDMOと観光関
連施策の企画面、実施面、検
証面など各フェーズにおいて連
携強化 

現状・課題 進捗状況 

県西部2市2町で構成する「にし阿波観光圏」の観光地域づくりプ
ラットフォームとして設立された一般社団法人そらの郷では、「宿泊
の魅力向上」「観光コンテンツ充実」「移動の利便性向上」「観光
案内情報提供」を4本柱として、都市圏からの体験型教育旅行や
外国人旅行者誘客に向けた事業を実施し、２泊３日以上の滞
在観光を目指しており、「にし阿波」ブランド戦略の推進とともに、
「住んでよし、訪れてよしの観光地域づくりの推進・浸透」「インバウ
ンド重点市場戦略」「観光地域づくりプラットフォームの充実強化」
などを基本戦略に観光地域づくりに取り組んでいる。 

■DMO国補事業（抜粋） 
全国観光圏共通マーケティング調査事業、外国人宿泊施設サービス向上・受入環境整備事業、「千
年のかくれんぼ」食のブランドストーリー構築事業、三好市二次交通対策JR利用訪日外国人向け大
歩危祖谷バス運行実証実験、インバウンド2方面（欧米豪・アジア方面）戦略事業 
 
■2市2町単費事業（抜粋） 
あわこい、ツーリズムEXPO、教育旅行 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

一般社団法人そらの郷との 
連携強化 

• 三好市が主体となったJSTS-D視点による取組の推進 
• 各種取り組みおける三好市の立ち位置の確立 

2023年3月 
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３．観光消費額向上に向けた取組の強化計画 

（１）過去データを用いたマーケティング分析 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

2-1.マーケティング・リサーチの
展開 

マーケティング情報の収集 
三好市の地域ブランディングに
向けた施策検討のための情報
収集 

三好市内の観光関係組織
（県庁、にし阿波観光圏、三
好市）との連携 

マーケティング情報取得の効果
的、効率的な体制構築の検
討 

現状・課題 進捗状況 

官民連携のプロジェクトチーム「三好市観光未来戦略（TFP)会
議」にて、三好市のかずら橋渡橋者数や宿泊者数、大歩危祖谷
ナビのアクセス解析などを4半期ごとに共有。 
にし阿波観光圏整備事業にて、来訪者満足度調査及び住民意
識調査を実施している。 

・来訪者満足度 
（2018年度1,117件を分析、2019年度872件を分析、2020年度271件を分析） 
・住民満足度調査 
（2018年度295件を分析、2019年度295件を分析、2020年度297件を分析） 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

マーケティング情報取得の 
仕組みづくり 

• 各種マーケティング情報の収集と整理 
• マーケティング情報取得に向けた体制、仕組みづくり 

2023年3月 

マーケティング情報を活用した 
デジタルマーケティングの推進 

• 収集したデータを用いた分析手法の確立 
• データを生かしたマーケティング活動の実施 

2024年3月 
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３．観光消費額向上に向けた取組の強化計画 

（２）マーケティングプロセスの再構築 

＜想定されるデータ類＞ ＜分析手法＞ ＜アウトプット＞ 

①目的 

 三好市で取得している各種データ及びIT技術を用いた人流に関連するデータを集約させることによりJSTS-Dに準拠した形で、三好市の観光政策

判断や観光関連事業者の経営判断に活かす。また、2市2町との連携により、三好市近隣の観光統計データを観光関連事業者に提供できるものと

考える。 

②データとアウトプット 

決められたフォームに数値を入力 
①観光地点パラメーター調査 ※１ 
②宿泊者統計 ※１ 
③消費動向調査 ※１ 
④訪日外国人統計 
⑤FF DATA 
⑥産業統計 
⑦雇用統計 
⑧都市計画統計 
⑨空間モバイル統計 
⑩主要施設入館者数 ※２ 
⑪各市町村によるアンケート調査等 ※２ 
⑫来訪者調査 ※２ 
⑬エネルギー消費 ※２ 

これらを統一プラットフォーム上で分析 
①旅行者ニーズ分析 ※ 
②旅行者属性分析 ※ 
③観光導線分析 
④直接経済効果分析 
⑤間接経済効果分析 
⑥雇用影響分析 
⑦将来推計分析 
⑧観光にまつわるエネルギー消費 

これらを自治体単位で算出する 
①旅行者ニーズ ※１ 
・出身地別/年齢別 等 
②旅行者属性 ※１ 
・旅行動機/同行者/消費額等 
③観光導線 ※１ 
・昼夜差/混雑具合 
④経済波及効果 ※１ 
・産業連関表/雇用/納税 
⑤将来推計分析 ※２ 
・旅行者数/経済効果/雇用効果 等 
⑥消費エネルギー ※1 
・観光産業エネルギー消費量 
・旅行者あたりのエネルギー消費量 等 

※１ JSTS-Dで必要とされる指標 
※2 自治体や観光事業者が必要とする指標 

※ 本事業で明らかになる指標 

※１ オープンデータ等で取得可能 
※２ 自治体の協力が必要となるデータ 
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３．観光消費額向上に向けた取組の強化計画 

（３）食の魅力創出に向けた具体的な施策 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

2-2.食の魅力創出 新しい食の魅力の創出 
地域の食材を生かした食の魅
力の創出 

宿泊施設や飲食施設との連携
による特色ある地元食材の提
供 

旬の食材を旬の時期に提供 
地元独特の食べ方による食材
を観光客に提供 
インバウンド観光客向けのメ
ニュー解説の付与 

現状・課題 進捗状況 

三好市では、これまで食の事業（メニュー開発やイベント）を別紙のとおり単年度で行っ
てきたが、連続性と継続性が課題であった。官民連携のプロジェクトチーム「三好市観光
未来戦略（TFP)会議」や経済産業省との食協議において、世界農業遺産認定を生
かした食の魅力創出や各地域の特色や魅力を生かした着地型旅行商品の開発、新た
な誘客コンテンツの開発などに取り組むため、MIYOSHI ガストロノミー（美食）プロジェ
クト推進事業を2021年度より進めていくこととなった。 
 
≪特産品開発支援事業≫ 地域内の資源を活用した６次産業化を推進すると共に、
新たな特産品開発の取り組みへの支援。 
≪ジビエ活動支援事業≫ 深刻化する鳥獣被害対策の取り組みの一環として、有害で
捕獲した鳥獣の肉を利用した食のメニュー開発支援及びジビエ料理店の認定などを実
施する。 

2021年度、地方創生交付金を活用した「ポストコロナを見据えた持続可能な観光地域づくりモデル市町村形成事業」の持続可能な
観光地域プログラム開発事業の中で「三好市ガストロノミープロジェクトを展開していく。 
ゴール（目標）：欧米豪から食を目的に４、５日間滞在してもらえる場所 
事業内容：プロジェクトチームメンバーと外部メンバー（メンターとアンバサダー）で構成された「食」のチームを作り、ここにしかないメ
ニュー開発や試食会・ターンテーブルなど食のイベントを開催し、食のブランドの確立を図る。 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

三好市ガストロノミープロジェクト
の推進① 

• 外部メンバーを交えた検討会の開催 
• メニュー開発 
• モニタリングツアーの実施 
• 食のイベントの実施 
• 食のブランド確立に向けたＰＲ 

2024年3月 
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３．観光消費額向上に向けた取組の強化計画 

（３）食の魅力創出に向けた具体的な施策 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

2-2.食の魅力創出 新しい食の魅力の創出 
地域の食材を生かした食の魅
力の創出 

地域産品の土産品、商品開
発、ブランド化 
ジビエ料理などの開発 
伝統料理提供の取組 

「さるなし」などの地域産品を使った付加
価値の高い商品開発、ブランド化への所
轄課との連携による取組 
ジビエなどを活用した料理の開発 
ジビエ料理などの関連事業者への提供 
所轄課との連携による食材の流通システ
ムの確立 
ひらら焼きなど伝統料理を提供できる飲
食店を増やす取組 

現状・課題 進捗状況 

三好市では、これまで食の事業（メニュー開発やイベント）を別紙のとおり単年度で行っ
てきたが、連続性と継続性が課題であった。官民連携のプロジェクトチーム「三好市観光
未来戦略（TFP)会議」や経済産業省との食協議において、世界農業遺産認定を生
かした食の魅力創出や各地域の特色や魅力を生かした着地型旅行商品の開発、新た
な誘客コンテンツの開発などに取り組むため、MIYOSHI ガストロノミー（美食）プロジェ
クト推進事業を2021年度より進めていくこととなった。 
 
≪特産品開発支援事業≫ 地域内の資源を活用した６次産業化を推進すると共に、
新たな特産品開発の取り組みへの支援。 
≪ジビエ活動支援事業≫ 深刻化する鳥獣被害対策の取り組みの一環として、有害で
捕獲した鳥獣の肉を利用した食のメニュー開発支援及びジビエ料理店の認定などを実
施する。 

2021年度、地方創生交付金を活用した「ポストコロナを見据えた持続可能な観光地域づくりモデル市町村形成事業」の持続可能な
観光地域プログラム開発事業の中で「三好市ガストロノミープロジェクトを展開していく。 
ゴール（目標）：欧米豪から食を目的に４、５日間滞在してもらえる場所 
事業内容：プロジェクトチームメンバーと外部メンバー（メンターとアンバサダー）で構成された「食」のチームを作り、ここにしかないメ
ニュー開発や試食会・ターンテーブルなど食のイベントを開催し、食のブランドの確立を図る。 
 
特産品開発件数（1件） 
うまいよジビエ料理店認定件数（1件） 
さるなし生産棚補助金申請件数（3件／年） 
 
コロナ禍により会合等が開けず、申請が少なかった。特産品開発については、お茶の新しい商品を開発した企業があった。商品は世界
農業遺産ブランドにも登録され、これからの販売が期待される。 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

三好市ガストロノミープロジェクト
の推進② 

• 外部メンバーを交えた検討会の開催 
• 特産品開発に向けた支援（ジビエ等） 

2024年3月 
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３．観光消費額向上に向けた取組の強化計画 

（３）食の魅力創出に向けた具体的な施策 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

2-2.食の魅力創出 新しい食の魅力の創出 
地域の食材を生かした食の魅
力の創出 

世界農業遺産認定メニューの
開発 
高単価飲食メニューの開発 

世界農業遺産認定を活用した
飲食メニューの開発、飲食店な
どでの提供 
富裕層インバウンド観光客向
けの高級食材を利用した高単
価の飲食メニュー開発 

現状・課題 進捗状況 

三好市では、これまで食の事業（メニュー開発やイベント）を別紙のとおり単年度で行っ
てきたが、連続性と継続性が課題であった。官民連携のプロジェクトチーム「三好市観光
未来戦略（TFP)会議」や経済産業省との食協議において、世界農業遺産認定を生
かした食の魅力創出や各地域の特色や魅力を生かした着地型旅行商品の開発、新た
な誘客コンテンツの開発などに取り組むため、MIYOSHI ガストロノミー（美食）プロジェ
クト推進事業を2021年度より進めていくこととなった。 
 
≪特産品開発支援事業≫ 地域内の資源を活用した６次産業化を推進すると共に、
新たな特産品開発の取り組みへの支援。 
≪ジビエ活動支援事業≫ 深刻化する鳥獣被害対策の取り組みの一環として、有害で
捕獲した鳥獣の肉を利用した食のメニュー開発支援及びジビエ料理店の認定などを実
施する。 

2021年度、地方創生交付金を活用した「ポストコロナを見据えた持続可能な観光地域づくりモデル市町村形成事業」の持続可能な
観光地域プログラム開発事業の中で「三好市ガストロノミープロジェクトを展開していく。 
ゴール（目標）：欧米豪から食を目的に４、５日間滞在してもらえる場所 
事業内容：プロジェクトチームメンバーと外部メンバー（メンターとアンバサダー）で構成された「食」のチームを作り、ここにしかないメ
ニュー開発や試食会・ターンテーブルなど食のイベントを開催し、食のブランドの確立を図る。 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

三好市ガストロノミープロジェクト
の推進③ 

• 外部メンバーを交えた検討会の開催 
• 富裕層向けメニュー開発 
• モニタリングツアーの実施 

2024年3月 
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３．観光消費額向上に向けた取組の強化計画 

（４）川を活用したウォータースポーツの発展に向けた具体的な施策 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

2-3. ジオ（地球・大地）を活
用した自然および自然と歴史
文化関係性を魅せる 仕組み
づくり 

1. 川の活用 
川を活用したウォータースポーツ
の取組 

「ウォータースポーツのまちづくり」
の取組との連動 

観光とウォータースポーツツ及び
ヒーリング事業者と連携した各
種イベントの開催 

現状・課題 進捗状況 

2017年ラフティング世界選手権、2018年ウェイクボード世界選手権の開催により世界
規模で競技大会を開催できる環境を周知でき、水辺を活用した本市固有の観光拠点
として可能性を認識することとなった。 
ウォータースポーツ推進事業では、本市固有の観光資源である池田湖を観光拠点化し、
域外市場産業を確立させ、幅広いユーザーを取り込むことにより観光消費額の増加や、
交流・関係人口の拡大へとつなげ、さらには将来的な移住者増を目指している。 
また、ウォータースポーツを気軽に楽しむソフト（ウォーターキッズクラブ、ウォータースポーツ
チャレンジ、エンターテイメントを加えた大会、イベント等開催支援）・ハード（拠点整
備）の一体的な環境整備を進めることで、同ターゲットをファンやリピーターにつなげ、持
続安定的な域外市場産業の形成と、雇用の創出を地方創生推進交付金を活用し取
り組んでいる。 

2020年度ウォータースポーツ推進事業において、アウトドアスポーツツーリズム拠点整備事業を実施した。水上関連施設整備として、
ウォーター桟橋及びスラロームライン設置、イケダ湖艇庫前階段改修、ウォータースポーツ備品整備。池田湖拠点整備 基本構想・基
本計画を策定した。 
各種イベントについては、コロナ禍において2020年度は実施できていない。 
2021年度には、休廃校施設を活用した「ウマバ・スクールコテージ」において、周辺地域（池田町まちなか、馬場・西山地区及びイケ
ダ湖）で提供する体験アクティビティと連携した企業研修について実証実験を行った。 
 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

各種イベントの実施 
• ウォーターキッズクラブ、ウォータースポーツチャレンジ、エンターテイメントを加えた大会、

イベント等開催支援 
2023年3月 

関係人口の拡大・移住者増に
向けた取り組み 

• ターゲット層のファン化 
• リピーター層獲得に向けた具体的な施策の実施 
• ワーケーションを活用した体験コンテンツの造成 
• 雇用の創出と移住政策 

2025年3月 
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３．観光消費額向上に向けた取組の強化計画 

（４）川を活用したウォータースポーツの発展に向けた具体的な施策 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

2-3. ジオ（地球・大地）を活
用した自然および自然と歴史
文化関係性を魅せる 仕組み
づくり 

1. 川の活用 
川を活用したウォータースポーツ
の取組 

観光PRの拡充 
観光拠点づくり、観光情報の
発信など観光 PR の充実 

現状・課題 進捗状況 

2017年ラフティング世界選手権、2018年ウェイクボード世界選手権の開催により世界
規模で競技大会を開催できる環境を周知でき、水辺を活用した本市固有の観光拠点
として可能性を認識することとなった。 
ウォータースポーツ推進事業では、本市固有の観光資源である池田湖を観光拠点化し、
域外市場産業を確立させ、幅広いユーザーを取り込むことにより観光消費額の増加や、
交流・関係人口の拡大へとつなげ、さらには将来的な移住者増を目指している。 
また、ウォータースポーツを気軽に楽しむソフト（ウォーターキッズクラブ、ウォータースポーツ
チャレンジ、エンターテイメントを加えた大会、イベント等開催支援）・ハード（拠点整
備）の一体的な環境整備を進めることで、同ターゲットをファンやリピーターにつなげ、持
続安定的な域外市場産業の形成と、雇用の創出を地方創生推進交付金を活用し取
り組んでいる。 

2020年度ウォータースポーツ推進事業において、アウトドアスポーツツーリズム拠点整備事業を実施した。水上関連施設整備として、
ウォーター桟橋及びスラロームライン設置、イケダ湖艇庫前階段改修、ウォータースポーツ備品整備。池田湖拠点整備 基本構想・基
本計画を策定した。 
各種イベントについては、コロナ禍において2020年度は実施できていない。 
2020年度は「東京ブランチまるごと三好発信業務」を通じて、三好市の魅力を伝える情報を全国のメディアを通じて発信する業務とそ
の組織運営体制を構築し、20件のプレスリリースを配信し646件のWebメディアに取り上げられ全国へと情報を発信。人材育成業務
の一環として市職員とともに一部の業務を行った。 
本市の観光拠点情報を発信するにあたり、独自のメディア（三好市ポータルメディア）を構築した。三好市ポータルメディアでは、情報
の制作を一元的に管理し、SNS等を活用して、国内外へ積極的に情報を発信した。 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

各種イベントの実施を 
活かしたＰＲ 

• 三好市ポータルメディアの利活用 
• 各種イベントに合わせたプレスリリースの継続実施 
• 観光ＰＲの拡充に向けたＰＲプランの作成 

2023年3月 
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３．観光消費額向上に向けた取組の強化計画 

（５）観光資源の発掘や磨き上げの具体的な施策 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

2-5.ナイトタイムエコノミーの推
進 

ナイトタイムエコノミーの推進 ナイトタイムエコノミーの検討 
ナイトタイムエコノミーの創出を
最重要課題として検討 

夜間に楽しめるアクティビティや
コンテンツの創出に向けた検討 

現状・課題 進捗状況 

特に大歩危祖谷地区では観光客が夜間に楽しめるアクティビティ
やコンテンツが著しく少なく、夜間は宿泊施設から出ることがほぼな
い状況となっている。夜間は観光消費にとって重要な時間帯となる
ことから、観光消費額の増加に向けては、こうしたナイトタイムエコノ
ミーの推進が必要不可欠である。無料プランとして夜のかずら橋見
学やホタル観賞、星空ウォッチなどが行われている。 

本年度では、大歩危祖谷千年のかくれんぼコンテンツ造成事業の一環として、ナイトタイムエコノミーを
活用した滞在コンテンツを造成する。 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

ナイトタイムエコノミー・アクティビ
ティの開発 

• 地域の関係者との検討会の実施 
• アクティビティ案の作成 

 大歩危祖谷千年のかくれんぼコンテンツ 
 夜のかずら橋見学 
 ホタル観賞 
 星空ウォッチ 

• モニタリングツアーの実施 
• アクティビティ案の検証、改善 
• サービス開始 

2023年3月 
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３．観光消費額向上に向けた取組の強化計画 

（５）観光資源の発掘や磨き上げの具体的な施策 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

2-7.その他関係事項 1. MICE の誘致を強化 MICE の誘致を強化 
「ユニークベニュー」活用に向けた検
討 

市内施設の「ユニークベニュー」 とし
て利活用の可能性を検証、企画 

現状・課題 進捗状況 

三好市における各観光地点の「ユニークベニュー」として利活用の可能
性については検証できていない。 
MICE誘致に向けての課題として、会場や宿泊施設等の不足という弱
みはあるが、全国から三好市内への一次交通利便性の強みや、市内
の自然環境、ネット環境の強みを活かした可能性はある。 
これまでのMICEの誘致事例としては、規模は小さくなるが、自治体レ
ベルの国県事業推進協議会の研修地としてや、自治体連携サミット
の実施、再生古民家を活用した建築学会実施の検討や、ジオパーク
ネットワーク地すべり学会現地研修会実施等の経験はあり、ラフティン
グ及びウェイクボード世界大会の開催経験もある。また三好市の事業
実施経験から先進地視察受け入れ等の経験も多い。それらと、三好
の自然、歴史・文化的環境を活かした国内会議・学会研修会等の
MICE誘致（中小規模会議）の可能性を検討する。 
その検討と併せ、市内の歴史的建造物や文化施設、観光施設等の
ユニークベニュー利活用の検討を行う。 

未着手 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

利活用候補施設のリスト化 
• ジオパーク構想推進協議会で実施中の市内地域資源調査及びその活用方向を踏まえ、

市内の観光施設等公共スペースの洗い出しを行い、候補施設を作成する 
• 利活用に向けた各種状況の整理 

2023年3月 

ユニークベニュー活用計画の検討 
• MICE誘致に向けて、有識者を交えた検討会の実施 
• モニタリングツアーの実施 
• 活用計画の策定 

2024年3月 
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４．JSTS-D視点による観光振興の効果発現に向けた取組強化 

（１）JSTS-Dと観光基本計画の関連について 

20.3%

56.3% 実施内容 実施項目

1. 地域全体を循環する観光産業ク

ラスターの形成に向けた検討
観光消費による地域の経済波及効果を高める施策 市内の産業同士の連携による事業者の取引増加

祖谷や三野といった地域の農産品などを、大歩危・祖谷地域における宿泊事業者

や飲食事業者などで原材料として使用することを実現する仕組みづくり
75%

2. 雇用の創出に向けた取り組み 観光産業の雇用創出と魅力ある産業としての確立
次世代を意識した市のリーディング産業としての観光産

業の確立
市内の中高生を対象に将来の三好市での就業や観光産業の魅力を伝える 75%

地域外の民間企業の参入促進 観光関連の事業への地域外民間企業の参入促進 75%

さらなる観光政策への再投資の検討 観光による収入をさらなる観光政策に再投資する仕組みづくり 0%

25.0% 実施内容 実施項目

1. テーマ型コミュニティの創出に

向けたイベント企画
テーマ型コミュニティの創出に向けたイベント企画

関係人口創出、定住人口の増加につながるイベントを企

画
毎年、隔年など定期的に観光客と地域住民が交流できるイベントを企画 0%

都会にはない三好市の魅力を伝える場となるようなイベントの企画 75%

民泊や農泊の推進と関連づけたイベントの企画 0%

0.0% 実施内容 実施項目

1.  観光消費額の一部が環境保全に

つながる仕組みづくり
観光収入を観光保全に使う仕組みの構築

自然、環境に関する観光収入を環境保全に使う仕組みの

構築

自然観光のツアー代金や木材を利用した土産物の売り上げを観光保全に用いるこ

とで観光と環境保全を連動させる方法の検討
0%

2. フィランソロフィーの仕組みづ

くり

富裕層インバウンド客のフィランソロフィー用の仕

組みづくり

富裕層インバウンド客による環境保全への資金獲得方法

を検討
環境保全を目的とした寄付金口座や基金の設立などの仕組みづくりを検討 0%

環境保全のための活動そのものをツアー化し、収益化と環境保全の両立を検討 0%

環境保全の仕組みづくりに向けた環境ボランティア体制の整備 0%

0.0% 実施内容 実施項目

1. 観光消費額が文化財の保全につ

ながる仕組みづくり
観光消費額を文化財保全に使う仕組みづくり 観光消費額の増加が文化財保全につながる仕組みの検討

三好市の文化財を活用したツアー代金、無形文化財の技術を利用したお土産品の

売上の一部を文化財保全に使う仕組みなどの検討
0%

2. 無形文化体験の場づくり 無形文化保全のための体験の場づくり 無形文化の保全につながるイベント、ツアーの企画 観光客が無形文化財を体験できるイベント等の企画 0%

文化財保全活動をツアー化し、収益化と文化財保全の両立を検討 0%

文化財保全の仕組みづくりに向けたボランティア体制の整備 0%

3. 有形文化財保全ボランティア体

制整備、ツアー化

2. 移住者と観光客の交流の場の創

出

収益化と環境保全の両立の検討環境ボランティア体制の整備、ツアー化
3. 環境ボランティア体制の整備、

ツアー化

3-1.外貨獲得の地域ビジネスモデル

のデザイン

3-2.新しい「地域コミュニティ形

成」に向けたデザイン

 3-3.環境保全に向けた持続可能型

の観光開発に向けたデザイン

戦略 3-4.地域の文化の保護・継承

に向けたデザイン

取組３　観光振興の効果発現のためのデ

ザイン

収益化と文化財保全の両立の検討有形文化財保全のための仕組みづくり

関係人口創出、定住人口の増加につながる交流イベント

を企画
移住者と観光客の交流イベントの企画

3. 域内に向けた再投資の活性化、

地域外の民間企業の誘致

地域ブランドを維持した上での市場拡大のための検

討

 観光基本計画における取組３「観光振興の効果発現のためのデザイン」については、JSTS-Dで求められている指標と重複する取り組みが多い。そ

のため、最初の手順として三好市の現状の取り組みとJSTS-Dの指標のモニタリングを行い、JSTS-D視点で改善及び取り組みが必要である項目を抽

出することとした。そのうえで本取組に記載されているもののJSTS-Dの指標と重複しないものは単独で計画を策定し、戦略3の実行プランとした。 

※再掲：戦略3「観光振興の効果発現のためのデザイン」進捗状況 

JSTS-D指標（A-4）で対応 

JSTS-D指標（Ｂ-4）で対応 

JSTS-D指標（Ｂ-4）で対応 

JSTS-D指標（Ｂ-4）で対応 

JSTS-D指標（Ｂ-4）で対応 

JSTS-D指標（Ｂ-4）で対応 

JSTS-D指標（Ｂ-4）で対応 

JSTS-D指標（Ｂ-4）で対応 

JSTS-D指標（A-4）で対応 

JSTS-D指標（A-4）で対応 

独自の取り組み 

戦略３ 観光振興の効果発現のための 
     デザイン 
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４．JSTS-D視点による観光振興の効果発現に向けた取組強化 

（２）JSTS-D指標における三好市の取り組みに関するモニタリング結果（1/6） 

指    標 

実施状況 
〇・・モニタリングできている 

△・・改善が必要 
×・・取り組みが必要 

A1 デスティネーション・マネジメント（観光地経営）戦略と実行計画  

1. 観光計画等に「日本版持続可能な観光ガイドライン（ＪＳＴＳ－Ｄ）」に取り組むことを明記していること △ 

2. 観光計画等は、複数年の計画であること 〇 

3. 観光計画等は、定期的な見直し（少なくとも５年ごと）及び一般公表をしていること 〇 

4. 観光計画等は、ステークホルダー（地域住民を含む）の参加によって策定していること 〇 

5. 観光計画等に関連する取組の結果を公表していること 〇 

A2 デスティネーション・マネジメント（観光地経営）の責任 

1. 管理組織には、持続可能な観光の推進に専念できる担当者（サステイナビリティ・コーディネーター）がおり役割が定められていること 〇 

2. 管理組織の構成員は部局横断的かつ観光地域の規模に見合ったものであること △ 

3. 管理組織運営のための財源が確保されていること 〇 

A3 モニタリングと結果の公表 

1. 調査の仕組みを定期的に見直していること 〇 

2. 定量化できる社会経済・文化・環境に関する目標を設定していること 〇 

3. 調査を定期的に行い、その結果を公表していること △ 

A4 観光による負荷軽減のための財源 

1. 目的を明確にした財源を確保、運用していること 〇 

A5 事業者における持続可能な観光への理解促進 

1. 地域のステークホルダーによるGSTC公認のトレーニングプログラムの参加状況を把握し、公表していること × 

A6 住民参加と意見聴取  

1. 官民、住民等の地域のステークホルダーが参画する「日本版持続可能な観光ガイドライン（ＪＳＴＳ－Ｄ）」に基づいた持続可能な観光の推進を担うワーキンググループ
（WG）等があり、定期的な意見交換の機会があること 

△ 

A7 住民意見の調査  

1. 調査結果は、一般公表されていること △ 

2. 調査は、少なくとも毎年度行われていること 〇 

3. 調査結果を次年度の運営改善（肯定的な回答割合の増加等）に役立てていること 〇 
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４．JSTS-D視点による観光振興の効果発現に向けた取組強化 

（２）JSTS-D指標における三好市の取り組みに関するモニタリング結果（2/6） 

指    標 

実施状況 
〇・・モニタリングできている 

△・・改善が必要 
×・・取り組みが必要 

A8 観光教育 

1. 地域コミュニティ、特に児童・生徒に対して観光に関する教育が実施されていること 〇 

A9 旅行者意見の調査  

1. 調査結果は、一般公表されていること △ 

2. 調査は、少なくとも毎年度行われていること 〇 

3. 調査結果に基づいた、旅行者満足度向上のための対策を講じていること 〇 

A10 プロモーションと情報 

1. プロモーションについては、市場調査及びデータに基づく正確な情報を提供していること △ 

2. プロモーションの効果測定を行っていること 〇 

3. 求めるターゲット層の誘致拡大に向けた新商品の開発に地域発意で取り組んでいること 〇 

A11 旅行者の数と活動の管理 

1. 宿泊客数及び日帰り客数を計測・公表していること 〇 

2. 客数の計測は、全体、外国人・日本人別、年齢別に分かれていること 〇 

3. 月ごと（季節ごと）の観光客数を計測していること 〇 

4. 繁閑差を考慮した誘客のための取組を行っていること 〇 

5. 旅行者の目的・行き先（昼夜別の動向など）を把握していること △ 

6. 旅行者の数と活動の影響は、調査によって明らかにされていること △ 

A12 計画に関する規制と開発管理 

1. 計画、規制等は、住民の意見を聴取・反映し、十分な検討の元に定めていること 〇 

2. 計画、規制等の内容は、一般に公表、遵守されていること 〇 

A13 適切な民泊運営  

1. 不適切な民泊があった場合に適切な指導を行っていること 〇 

A14 気候変動への適応 

1. 気候変動による負の影響を軽減する計画や方針があること 〇 

2. 住民、観光事業者、旅行者向けの気候変動による影響に関する教育や意識向上の取組があること 〇 
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４．JSTS-D視点による観光振興の効果発現に向けた取組強化 

（２）JSTS-D指標における三好市の取り組みに関するモニタリング結果（3/6） 

指    標 

実施状況 
〇・・モニタリングできている 

△・・改善が必要 
×・・取り組みが必要 

A15 危機管理 

1. 災害等の非常時における計画において、外国人旅行者を含む観光客への対応も含んでいること 〇 

2. 災害等の非常時における計画は、定期的な見直しがなされていること 〇 

3. 所管する観光案内所、旅客施設等に非常用電源装置や情報端末（スマートフォン等）への電源供給機器等の整備がなされていること 〇 

4. 災害等の非常時に備えた事業者、住民等に対する訓練や研修を行っており、旅行者に対しても非常時における行動等について周知・啓発を行っていること 〇 

5. 災害等の非常時において正確な情報を伝わる表現で情報発信がなされていること 〇 

6. 事業者等に対して業種ごとに作成された新型コロナウイルス感染症予防ガイドラインに沿った対策の徹底を促すとともに、旅行者に対して感染症予防に係る周知を行っていること 〇 

A16 感染症対策 

添付資料  〇 

B1 観光による経済効果の測定  

1. 地域への直接的な経済波及効果（観光消費額）について測定し、公表していること（直接効果の把握） 〇 

2. 産業連関分析等を用いて観光による間接的な経済波及効果について測定し、公表していること（間接効果の把握） 〇 

3. 観光に伴う不動産開発が地域社会に与える影響について把握、公表していること（地価、家賃等の動向把握） △ 

4. 観光関連業種における雇用者数（雇用誘発効果）を調査し、公表していること 〇 

B2 ディーセント・ワークと雇用機会  

1. 観光関連事業者への就業を促進する取組があること △ 

2. 性別、年齢、季節等に左右されない、安定した雇用や公正な賃金の実現に向けた取組を行っていること △ 

B3 地域事業者の支援と公正な取引  

1. 地域の特産品やサービスの利用を促進していること 〇 

2. 地元の観光関連の中小企業向が、より市場に参入しやすくなるよう支援していること △ 

B4 コミュニティへの支援 

1. 事業者や旅行者が住民と共に、地域社会や地域の文化・自然環境の保全に貢献できる機会があること △ 

 B5 搾取や差別の防止  

1. 取組は地域住民と旅行者を含み、観光地域全体に周知されていること △ 

B6 地権と使用権利 

1. 資産取得に関する政策等は、住民の意見を反映して策定され、住民の権利を保護するものであること 〇 

33 



４．JSTS-D視点による観光振興の効果発現に向けた取組強化 

（２）JSTS-D指標における三好市の取り組みに関するモニタリング結果（4/6） 

指    標 

実施状況 
〇・・モニタリングできている 

△・・改善が必要 
×・・取り組みが必要 

B7 安全と治安 

1. ガイドの安全を管理するガイドラインがあること 〇 

2. 防犯への取組を行っていること 〇 

3. 観光地等において、タクシーの乗降場所等を明示していること（白タク対策） 〇 

4. 安全や治安に関する情報を公表していること 〇 

5. 地域住民・旅行者（外国人旅行者を含む）を受入れるのに十分な医療体制があること 〇 

6. （宿泊施設・旅行業者等を通じて、）「外国人患者を受け入れる医療機関」を取りまとめたリストに則って、外国人旅行者に域内及び周辺の医療機関に係る情報を提供してい
ること 

〇 

B8 多様な受入環境整備 

1. ユニバーサルデザインの普及（バリアフリー対策等）を推進していること △ 

2. 公衆トイレの洋式化（ウォシュレットなど）を推進していること 〇 

3. 公共スペースにおける無料Wi-Fi環境整備を推進していること Fi 

4. キャッシュレス環境整備を推進していること 〇 

5. 多言語による案内の充実を推進していること 〇 

6. 多様な宗教・生活習慣への対応を推進していること 〇 

7. 域外から観光地への公共交通機関等によるアクセスが確保されており、公共交通機関の利活用が推奨されていること 〇 

 C1 文化遺産の保護  

1. 景観等の保全に関する計画があること 〇 

2. 保全管理の状態を確認し、必要な対策を行っていること 〇 

C2 有形文化遺産 

1. 有形文化遺産（工芸品等）のリストがあること 〇 

 C3 無形文化遺産 

1. 無形文化遺産のリストがあること 〇 

2. 地域の行事（祭り等）の保存に努めていること 〇 

3. 伝統文化の次世代継承を支援するための取組があること 〇 

C4 地域住民のアクセス権 

1. 問題が生じている場合、対応策が講じられていること 〇 

C5 知的財産 

1. 保護対象とする知的財産のリストがあること 〇 
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４．JSTS-D視点による観光振興の効果発現に向けた取組強化 

（２）JSTS-D指標における三好市の取り組みに関するモニタリング結果（5/6） 

指    標 

実施状況 
〇・・モニタリングできている 

△・・改善が必要 
×・・取り組みが必要 

C6 文化遺産における旅行者の管理 

1. 旅行者の流れを把握していること △ 

2. 観光が要因となっている道路渋滞に関する課題を調査により把握していること 〇 

3. 観光地に至る公共交通機関における混雑に関する課題を調査により把握していること 〇 

4. 地域における混雑に関する課題を調査により把握していること 〇 

5. 課題が生じている場合、対応策を講じていること（混雑対策） 〇 

C7 文化遺産における旅行者のふるまい 

1. 旅行者に向けて、ポジティブな行動を推奨していること（マナー啓発） × 

2. 問題が生じている場合、対策を講じていること（マナー違反対策） × 

3. ツアーガイドを対象に、旅行者へのマナー啓発を促進するための研修があること 〇 

C8 観光資源の解説 

1. 解説は、地域のストーリーとして地域住民と協力して作成されていること 〇 

2. 解説文は、旅行者に適した言語で伝えられていること 〇 

3. 解説内容を活用しているツアーガイドの研修があること 〇 

D1 自然遺産 

1. 自然遺産のリストがあること 〇 

D2 自然遺産における旅行者の管理 

1. 旅行者の流れを把握していること △ 

2. 観光が要因となっている道路渋滞に関する課題を調査により把握していること 〇 

3. 観光地に至る公共交通機関における混雑に関する課題を調査により把握していること 〇 

4. 地域における混雑に関する課題を調査により把握していること 〇 

5. 課題が生じている場合、対応策を講じていること（混雑対策） 〇 

D3 自然遺産における旅行者のふるまい 

1. 旅行者に向けて、ポジティブな行動を推奨していること（マナー啓発） × 

2. 問題が生じている場合、対策を講じていること（マナー違反対策） × 

3. ツアーガイドを対象に、旅行者へのマナー啓発を促進するための研修があること 〇 
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４．JSTS-D視点による観光振興の効果発現に向けた取組強化 

（２）JSTS-D指標における三好市の取り組みに関するモニタリング結果（6/6） 

指    標 

実施状況 
〇・・モニタリングできている 

△・・改善が必要 
×・・取り組みが必要 

 D4 生態系の維持 

1. 脆弱で絶滅が危惧される野生生物やその生息・営巣地・生育地の一覧が作成されていること 〇 

2. 環境への影響の調査を行い、生態系、野生生物を保護する取組があること 〇 

3. 外来種に関するリストを作成し、侵入を防ぐための体制があること 〇 

 D5 野生生物の保護 

1. 野生生物の保護等に関して観察、餌付け等に関する規則があること 〇 

D6 動物福祉  

1. 観光事業者とガイドに対して、法律、規制及びガイドラインを周知していること 〇 

D7 省エネルギー  

1. エネルギー消費量を定期的にモニタリングし、削減するための取組があること 〇 

2. 化石燃料の依存度を低減し、再生可能エネルギーの使用を促進する政策や取組があること 〇 

D8 水資源の管理 

1. 事業者が、節水に努めていること △ 

 D9 水質  

1. 水質に問題があれば、早急に対応策を講じる体制があること 〇 

2. 使い捨てペットボトルの飲用水の利用から転換を促す、地域における飲料水の水質に関する旅行者向けの情報があること × 

D10 排水 

1. 浄化槽等の立地、維持管理、検査について、規則や条例、ガイドラインがあること 〇 

2. 効果的に処理・再利用する観光事業者を支援する取組があること 〇 

3. 排水による地域住民と環境への悪影響を最小にする取組があること 〇 

D11 廃棄物 

1. 廃棄物削減や再利用、リサイクルに関する観光事業者向けの取組があること 〇 

2. 再利用またはリサイクルされない廃棄物の最終処分は、安全が確保されていること 〇 

D12 温室効果ガスの排出と気候変動の緩和 

1. 温室効果ガスの排出量をモニタリングし削減する取組があること 〇 

D13 環境負荷の小さい交通 

1. 地域内での徒歩や自転車での移動の奨励と安全確保を行っていること 〇 

2. モビリティの活用に関して、低炭素自動車の導入等により環境に配慮していること 〇 

 D14 光害 

1. 光害が発生している場合、その原因を特定し、対策を講じていること 〇 

D15 騒音 

1. 騒音問題が発生している場合、その原因を特定し、対策を講じていること 〇 
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４．JSTS-D視点による観光振興の効果発現に向けた取組強化 

（３）改善及び取り組みが必要である項目（1/3） 

指    標 

実施状況 
〇・・モニタリングできている 

△・・改善が必要 
×・・取り組みが必要 

改善・取り組み内容 

A1 デスティネーション・マネジメント（観光地経営）戦略と実行計画 

1. 観光計画等に「日本版持続可能な観光ガイドライン（ＪＳＴＳ－Ｄ）」に取り組むことを明記していること △ 
「日本版持続可能な観光ガイドライン（ＪＳＴＳ－Ｄ）」に取り組むこ
とを明記する 

A2 デスティネーション・マネジメント（観光地経営）の責任 

2. 管理組織の構成員は部局横断的かつ観光地域の規模に見合ったものであること △ 管理組織がどの部門になるか、明確にしたうえで明記する 

A3 モニタリングと結果の公表 

3. 調査を定期的に行い、その結果を公表していること △ 市民や事業者に対して公表する 

A5 事業者における持続可能な観光への理解促進 

1. 地域のステークホルダーによるGSTC公認のトレーニングプログラムの参加状況を把握し、公表していること × 市民や事業者に対して公表する 

A6 住民参加と意見聴取 

1. 官民、住民等の地域のステークホルダーが参画する「日本版持続可能な観光ガイドライン（ＪＳＴＳ－Ｄ）」に基づいた持続可能な
観光の推進を担うワーキンググループ（WG）等があり、定期的な意見交換の機会があること 

△ 参加者に対して「JSTS-Dの視点で実施する」ことを明確にする 

A7 住民意見の調査  

1. 調査結果は、一般公表されていること △ 市民や事業者に対して公表する 

A9 旅行者意見の調査  

1. 調査結果は、一般公表されていること △ 市民や事業者に対して公表する 

A10 プロモーションと情報 

1. プロモーションについては、市場調査及びデータに基づく正確な情報を提供していること △ 
データを用いたマーケティングを推奨 ※「マーケティングプロセスの再構
築」に準じる 

A11 旅行者の数と活動の管理 

5. 旅行者の目的・行き先（昼夜別の動向など）を把握していること △ 昼夜別の行動等に関する調査を実施 

6. 旅行者の数と活動の影響は、調査によって明らかにされていること △ 旅行者の活動が地域社会に与える影響に関する分析を行う 

B1 観光による経済効果の測定 

3. 観光に伴う不動産開発が地域社会に与える影響について把握、公表していること（地価、家賃等の動向把握） △ 観光に伴う不動産開発が地域社会に与える影響を検証 

 JSTS-D指標に関するモニタリングの結果、改善及び取り組みが必要となる項目は以下の通り。 
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４．JSTS-D視点による観光振興の効果発現に向けた取組強化 

（３）改善及び取り組みが必要である項目（2/3） 

指    標 

実施状況 
〇・・モニタリングできている 

△・・改善が必要 
×・・取り組みが必要 

改善・取り組み内容 

B3 地域事業者の支援と公正な取引 

2. 地元の観光関連の中小企業向が、より市場に参入しやすくなるよう支援していること △ 市場に参入しやすくなる支援に関する具体的な取り組みを行う 

B4 コミュニティへの支援 

1. 事業者や旅行者が住民と共に、地域社会や地域の文化・自然環境の保全に貢献できる機会があること △ 

具体的な機会を創出する 
• 毎年・隔年など定期的に観光客と地域住民が交流でき

るイベントを企画 
• 民箔や農泊の推進と関連付けたイベントの企画 
• 環境保全のための活動そのものをツアー化し、収益化と

環境保全の両立を検討 
• 環境保全の仕組みづくりに向けた環境ボランティア体制

の整備 
• 観光客が無形文化遺産を体験できるイベント等を実施 
• 文化保全活動をツアー化し、収益化と文化保全の両立

を検討 
• 文化財保全の仕組みづくりに向けたボランティア体制の

整備 

B5 搾取や差別の防止 

1. 取組は地域住民と旅行者を含み、観光地域全体に周知されていること △ 旅行者に対する告知強化 

B8 多様な受入環境整備 

1. ユニバーサルデザインの普及（バリアフリー対策等）を推進していること △ 実施状況のモニタリング調査を行い、課題の把握と対応策を検討 

C6 文化遺産における旅行者の管理 

1. 旅行者の流れを把握していること △ 旅行者の流れに関する分析 

C7 文化遺産における旅行者のふるまい  

1. 旅行者に向けて、ポジティブな行動を推奨していること（マナー啓発） × 旅行者への啓発活動を実施 

2. 問題が生じている場合、対策を講じていること（マナー違反対策） × 問題の把握と対策 

D2 自然遺産における旅行者の管理 

1. 旅行者の流れを把握していること △ 旅行者の流れに関する分析 

D3 自然遺産における旅行者のふるまい 

1. 旅行者に向けて、ポジティブな行動を推奨していること（マナー啓発） × 旅行者に対する告知 

2. 問題が生じている場合、対策を講じていること（マナー違反対策） × 問題の把握と対策 
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４．JSTS-D視点による観光振興の効果発現に向けた取組強化 

（３）改善及び取り組みが必要である項目（3/3） 

指    標 

実施状況 
〇・・モニタリングできている 

△・・改善が必要 
×・・取り組みが必要 

改善・取り組み内容 

D8 水資源の管理 

1. 事業者が、節水に努めていること △ 観光関連事業者の節水啓発 

 D9 水質 

2. 使い捨てペットボトルの飲用水の利用から転換を促す、地域における飲料水の水質に関する旅行者向けの情報があること × 啓発活動を行う 
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４．JSTS-D視点による観光振興の効果発現に向けた取組強化 

（４）経済効果・文化保全・自然保護に準じた具体的施策 

JSTS-D指標 項目 実行内容 期日 

B1 観光による経済効果の測定 

観光に伴う不動産開発が地域社会に与える
影響について把握、公表していること（地価、
家賃等の動向把握） 

観光に伴う不動産開発が地域
社会に与える影響を検証 

・観光開発リストの作成 
・地域社会に与える影響の整理 
（地価・家賃等） 
・公表 

2023年3月 

B3 地域事業者の支援と公正な取引 

地元の観光関連の中小企業向が、より市場
に参入しやすくなるよう支援していること 

市場に参入しやすくなる支援に
関する具体的な取り組みを行う 

・新規参入支援メニューの開発 
・ビジネスマッチングの機会創出 

2023年3月 

B4 コミュニティへの支援 

事業者や旅行者が住民と共に、地域社会や
地域の文化・自然環境の保全に貢献できる
機会があること 

交流イベント企画・実施 

・定期的に観光客と地域住民が
交流できるイベントを企画、実施 
・民泊や農泊の推進と関連付け
たイベントの企画、実施 
観光客が無形文化遺産を体験
できるイベント等を実施 

2023年3月 

ツアー化 

・環境保全のための活動そのも
のをツアー化し、収益化と環境
保全の両立を検討 
・文化保全活動をツアー化し、
収益化と文化保全の両立を検
討 

2024年3月 

 JSTS-D視点による取組３「観光振興の効果発現のためのデザイン」のモニタリングにより、下記の通り具体的施策をまとめた。 
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４．JSTS-D視点による観光振興の効果発現に向けた取組強化 

JSTS-D指標 項目 実行内容 期日 

事業者や旅行者が住民と共に、地域社会や
地域の文化・自然環境の保全に貢献できる
機会があること 

ボランティア体制の充実 

・環境保全の仕組みづくりに向け
た環境ボランティア体制の整備 
・文化財保全の仕組みづくりに
向けたボランティア体制の整備 

2024年3月 

B5 搾取や差別の防止 

取組は地域住民と旅行者を含み、観光地域
全体に周知されていること 

旅行者に対する告知強化 
・旅行者への告知体制の整備 
・旅行者への告知実施 

2023年3月 

B8 多様な受入環境整備 

ユニバーサルデザインの普及（バリアフリー対
策等）を推進していること 

実施状況のモニタリング調査を
行い、課題の把握と対応策を検
討 

・観光施設ユニバーサルデザイン
対応状況調査 
・課題の把握と対策案の作成 

2023年3月 

C6 文化遺産における旅行者の管理 

旅行者の流れを把握していること 旅行者の流れに関する分析 
・パラメーター調査を用いた流動
分析の実施 

2023年3月 

C7 文化遺産における旅行者のふるまい  

旅行者に向けて、ポジティブな行動を推奨し
ていること（マナー啓発） 

旅行者への啓発活動を実施 
・旅行者への啓発体制の整備 
・旅行者への啓発実施 

2023年3月 

問題が生じている場合、対策を講じていること
（マナー違反対策） 

問題の把握と対策 
・実態調査 
・対策作成 

2023年3月 

D2 自然遺産における旅行者の管理 

旅行者の流れを把握していること 旅行者の流れに関する分析 
・パラメーター調査を用いた流動
分析の実施 

2023年3月 
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４．JSTS-D視点による観光振興の効果発現に向けた取組強化 

JSTS-D指標 項目 実行内容 期日 

D3 自然遺産における旅行者のふるまい 

旅行者に向けて、ポジティブな行動を推奨し
ていること（マナー啓発） 

旅行者に対する告知 
・旅行者への啓発体制の整備 
・旅行者への啓発実施 

2023年3月 

問題が生じている場合、対策を講じていること
（マナー違反対策） 

問題の把握と対策 
・実態調査 
・対策作成 

2023年3月 

D8 水資源の管理 

事業者が、節水に努めていること 観光関連事業者の節水啓発 
・事業者に対する啓発体制の整
備 
・啓発実施 

2023年3月 

D9 水質 

使い捨てペットボトルの飲用水の利用から転
換を促す、地域における飲料水の水質に関
する旅行者向けの情報があること 

啓発活動を行う 
・旅行者への啓発体制の整備 
・旅行者への啓発実施 

2023年3月 
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４．JSTS-D視点による観光振興の効果発現に向けた取組強化 

（５）独自の取り組みが必要である項目 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

 3-3.環境保全に向けた持続
可能型の観光開発に向けたデ
ザイン 

2. フィランソロフィーの仕組みづ
くり 

富裕層インバウンド客のフィラン
ソロフィー用の仕組みづくり 

富裕層インバウンド客による環
境保全への資金獲得方法を
検討 

環境保全を目的とした寄付金
口座や基金の設立などの仕組
みづくりを検討 

現状・課題 進捗状況 

環境保全を目的とした寄付金口座や基金の設立などの仕組みづ
くりについては、検討できていない。 

未着手 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

基金設立に向けた検討 
• 有識者を交えた検討会の実施 
• 活用計画の策定 

2023年3月 
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５．アフターコロナ等に対応するための観光施策の新たな視点 

（１）安全安心な観光地づくり 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

 ー ー ー 
コロナ感染拡大防止対策基本
方針に基づく感染予防対策の
徹底 

安全安心な観光地づくりに向
けて感染予防対策の働きかけ
の徹底や啓発を行う 

現状・課題 進捗状況 

コロナの感染拡大により、感染予防対策の徹底に関わる施設内の
受入整備や観光客等への啓発が求められている。 

「新型コロナウイルスの感染拡大防止」と「社会経済活動の引き上げ」の両立を図るため、「とくしま
スマートライフ宣言！」に基づき、３密の徹底回避のほか、「感染防止」の取組を適切に実施して
いただくよう啓発をおこなっている。 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

安全安心な観光地づくり 

• コロナ禍及び将来の感染症流行に備え、感染予防対策等の徹底及び危機管理
計画を策定 

• 来訪者に対する感染予防対策の働きかけの徹底 
• 事業者の感染予防対策の徹底 
• 観光産業事業者に対する感染症流行等に対応する事業継続に向けた危機管理

対応の啓発 
• 他、戦略1-1,2と連動 

2023年3月 
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５．アフターコロナ等に対応するための観光施策の新たな視点 

（２）新しい旅行スタイルに対応した滞在型観光の促進 

 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

 ー ー ー 
ワーケーションやブレジャー等の
推進 

密にならない観光スタイルへの
対応 
滞在型観光に対する対応 
観光需要創出に向けた効果
的な情報発信・営業強化 

現状・課題 進捗状況 

コロナ禍の影響により、近場観光やワーケーション・プレジャーなど
の「新たな旅のスタイル」の普及や地域と触れ合う滞在型観光
の広がりなど観光需要の質の変化や自然環境に触れる旅への
ニーズが増加しており、新しい旅行スタイルに対応した滞在型観
光プランが求められている。 

2021年度には、休廃校施設を活用した「ウマバ・スクールコテージ」において、周辺地域（池田町まち
なか、馬場・西山地区及びイケダ湖）で提供する体験アクティビティと連携した企業研修について実証
実験を行った。 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

密にならない観光スタイルへの 
対応 

• ジオパークを活かしたツーリズムの推進 
• 自然・歴史文化体験等を活かしたサスティナブルツーリズムの推進  

2023年3月 

滞在型観光に対する対応 
 

• ターゲット、滞在スタイルに対応した大歩危祖谷・まちなかなど地域まるごと観光プラ
ン造成の推進 

• ワーケーションの推進による長期滞在から交流人口、関係人口の拡大 
2023年3月 

観光需要創出に向けた効果的
な情報発信・営業強化 

• ターゲットを明確した効果的な情報発信（戦略2-6と連動） 
• オンラインなどを活用した営業等の実施（戦略2-6と連動） 

2023年3月 
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５．アフターコロナ等に対応するための観光施策の新たな視点 

（３） DX（デジタルトランスフォーメーション）を活用した誘客の推進 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

 ー ー ー 
オンラインツアー等新たなコンテ
ンツ造成による観光需要の創
出や再来訪の促進 

オンラインツアーの継続・発展 
観光統計を活かしたマーケティ
ング活動 
観光需要創出に向けた効果
的な情報発信・営業強化 

現状・課題 進捗状況 

ポストコロナを見据え、旅行者の体験価値の向上や消費機会の
拡大、来訪意欲増進と関係人口創出に向けた取り組みが求めら
れており、デジタル技術と観光資源の融合等(DX)により、新たなコ
ンテンツの創出や再来訪の促進が求められている。 

三好市観光協会を核とした観光連携によりオンラインバスツアーなどが開催され、蔓橋などをはじめとし
た市内観光地の紹介が行われるとともに、商談会についても海外をはじめとした各旅行会社等と実施
した。 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

オンラインツアーの継続・発展 • オンラインバスツアーの継続実施による魅力発信、来訪意向の創出 2023年3月 

観光統計を活かしたマーケティン
グ活動 

• 観光関連事業者の各種データの集約と統計分析及び活用の推進（戦略2-1と連動） 
• 新しい観光スタイルを見据えたリブランディングの実施（戦略2-1と連動） 

2023年3月 

観光需要創出に向けた効果的
な情報発信・営業強化 

• ターゲットを明確した効果的な情報発信（戦略2-6と連動） 
• オンラインなどを活用した営業等の実施（戦略2-6と連動） 

2023年3月 
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５．アフターコロナ等に対応するための観光施策の新たな視点 

（４）持続可能な観光地経営に向けた具体的な取り組み 

大項目 中項目① 中項目② 実施内容 実施項目 

 ー ー ー 
JSTS-D指標を活かした持続
可能な観光地経営の推進 

世界からの評価獲得 

現状・課題 進捗状況 

2021年7月2日、持続可能な観光の国際基準を取り入れた
先進的な観光地域づくりに向けて、岩手県釜石市、北海道ニ
セコ町、北海道弟子屈町、長野県小布施町、京都府宮津市、
徳島県三好市、熊本県小国町、鹿児島県与論町の全国8自
治体が連携し、「日本「持続可能な観光」地域協議会」設立し
た。 

2021年度、三好市観光推進会議を設立し、観光基本計画の進捗や検証を行うとともに、持続可
能な観光について協議を進めている。また、「持続可能な観光」の考え方や国際的に活用されている
「持続可能な観光国際基準」の内容とその実践について理解を深めるGSTCサステナブルツーリズムト
レーニングプログラム研修の開催を予定している。 

①進捗状況 

②実行計画 

項目 実行内容 期日 

世界からの評価獲得 
• 世界からの評価獲得に向け、TOP100への取り組み推進（JSTS-D指標を活かした持続

可能な観光地経営と連動） 
• グリーンデスティネーションG S T C認証に向けた取組の推進  

2024年3月 
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６．巻末資料 

●旅行者ニーズ分析 

（２）サマリー 

 本地域の来訪者層は、居住地で見ると近隣の「中国・四国」からの来訪者が多く、コロナ禍の2020年度にはさらにその傾向が強まった。「中国・

四国」に次いで関東、関西の都市圏からの来訪が多い。 

 年代は、50代以上が約半数を占めている。滞在時間は、「宿泊」を「日帰り」が上回っているが、宿泊客の大半は１泊2日の滞在であり、「中国・

四国」からの来訪者も宿泊を伴う滞在で一定の割合を占めている。 

 リピーター率は、他の観光圏と比べ高い方ではないが、2020年度に急上昇して6割を超えた。 

 旅行の同行者は、「夫婦」「友人」に次いで「ひとり」が占めている。他の観光圏と比較すると「子連れ家族」の割合は低く、一定の年齢層以上の大

人だけでの来訪が主流と言える。 

 来訪者による評価について見ると、総合満足度で「大変満足」の回答が多く、満足度の質は高いと考えられる。 

 「初めて」来訪し「宿泊を伴う滞在」をする場合の満足度が高い傾向にある。 

 来訪者が当地域を旅行先とした選んだ際の情報源は、「以前来訪した際の自身の経験」「家族や友人知人からの紹介・推薦」の他、観光サイト、

ブログ、SNSなどのインターネットを経由しての情報で選ぶ割合も増加傾向にある。 

 特に、2020年度にはInstagramやFacebookといったSNSを情報源とする率が、前年度の4倍程度に急増した。これは全観光圏と比較して

も多い傾向が見られる。 

 本地域の来訪者は、自然環境に対する満足度が高く、これは来訪の目的として重要な要素と考えられる。 

 宿泊施設や飲食店の満足度も高く、当地域の魅力として評価されている。 

 一方で、土産物に対する評価は相対的に低い傾向にあり、地域ならではの土産物の開発や販売方法について、来訪者の期待値に達していないと

考えられる。 

（１）調査概要 
 2018年度～2020年度の来訪者満足度調査の報告書を元に、本観光圏来訪者のニーズを分析した。 
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（３）調査結果構成 
 
 
① にし阿波～剣山・吉野川観光圏の来訪者層 
 
 居住地、年代の傾向 
 滞在時間の傾向 
 居住地と滞在期間の傾向 
 リピーター率 
 同行者 

 
 

② にし阿波～剣山・吉野川観光圏の来訪者による評価 
 総合満足度 
 旅行先として選ぶ際の情報源 
 認知された価値・品質・サービス 

 

６．巻末資料 
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①にし阿波～剣山・吉野川観光圏の来訪者層 

来訪者の居住地構成は、「中国・四国」が最多であり、
2018年度、2019年度はそれぞれ36.4%、35.3%を占め
ていた。2020年度は新型コロナウィルスの発生による緊急事
態宣言発出の影響も考えられるが、近隣の「中国・四国」か
らの来訪が全体の6割を占めた。「関東」は、3ヵ年を通じて
14％程度から大幅な増減はなく、「関西」は、2019年度か
ら2020年度は10％程度減少した。 
 
 
 
また、年代別では、「50代」以上が過半数を占めている。時
系列的には「20代」「30代」「40代」および「70代以上」が
増加傾向にあるが、「50代」「60代」の占める割合は2020
年度はやや減少している。 

 「中国・四国」からの来訪が3ヵ年通して
最多。2020年度は「中国・四国」が大
幅に増加し6割を占めた。 
 

 年代は「50代」以上が半数以上を占め
ている。 

・来訪者の居住地と年代の傾向 

６．巻末資料 
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滞在期間は、「宿泊」が、2017年度に70.0%、2018年
度に62.0%、2019年度に72.1％を占めていたが、2020
年度は59.8％に減少した。6割から7割を推移している。 
 
「１泊2日」の滞在が、2017年度に51.1％、2018年度に
44.6％、 2019年度に55.4％、2020年度に48.3％であ
り、滞在期間の全体の約半数を占めている。「２泊3日」は、
14.3%、14.0%、11.6%、7.4%と過去4年間で減少傾
向にある。 
 

 滞在期間は、「宿泊」が「日帰り」を上
回っており、6割～7割に迫る。 
 

 「宿泊」は、「１泊2日」が約半数。「２
泊3日」以上の宿泊の割合は減少傾向。 

・来訪者の滞在期間の傾向 

６．巻末資料 
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来訪者の居住地と滞在期間の関係を見
ると、「日帰り」「宿泊」いずれにおいても
「中国・四国」からの訪問が多いが、「関
東」「関西」といった都市圏からの宿泊客も
一定の割合を占めている。 
 
居住地別に見ると、2019年度は「中国・
四国」を除く全ての居住地で「宿泊」が
50％以上を占めており、宿泊客の割合が
高いことがわかる。2020年度は、新型コロ
ナウイルス感染症の蔓延に伴い、来訪者
数の減少に加え、宿泊客の割合が減少し
た。 
 
宿泊客の居住地別の内訳を見ると、
2019 年 度 の 宿 泊 客 は 、 「 関 西 」 が
31.5%、「関東」が17.8%、「中国・四
国」が15.1%を占めていたが、2000年度
は「中国・四国」からの来訪者が全体の6
割となり、宿泊客も同地域が「58.6%」と
過半数を占める結果となった。 

 近隣の「中国・四国」からの来訪者も「宿泊」滞在が一定の割
合を占める。 
 

 「宿泊」を伴う滞在は、「中国・四国」に次いで、「関東」、「関
西」からの来訪者が多い。 

・居住地と滞在期間の傾向 

６．巻末資料 
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来訪回数別に見ると、2019年度はリピーター率が
45.7%であったが、2020年度は60.7％と大きく増加
している。年代別の来訪回数では、2019年度は、50
代、60代、70代以上でリピーター率が平均より高い。
2020年度では、リピーター率が各年代ともに過半数と
高くなっている。 

 来訪回数は、10代、20代、30代では
「初めて」が多い傾向にある。 
 

 2020年度は全体としてリピーター率が
高く、各年代、過半数がリピーターで占
められた。 

・リピーター率 

６．巻末資料 
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「子連れ家族」は、2016年度23.３％、2017年度
29.8%であったが、2018年度には急激に減少し、以
降も微増にとどまっている。 
 
「大人の家族」は、2016年度には23.3%であったが、
経年で減少傾向にある。 
 
「夫婦」は、2020年度には10％ほど減少しているが、
2016年度から2019年度まで増加している。 
 
2020年度には、「友人」「ひとり」が大幅に上昇してい
る。 
 

 「夫婦」「友人」が高い傾向。 
 「ひとり」も増加傾向にある。 
 「子連れ家族」「大人の家族」は減少傾
向にあり、家族連れの来訪者の割合が
減少。 

・同行者 

16.2  

11.1  

22.9  

4.8  

22.5  

5.2  

15.1  

15.1  

14.5  

32.3  

3.8  

14.4  

6.9  

8.7  

12.8  

16.2  

27.3  

5.6  

16.6  

9.7  

8.8  

29.8  

14.7  

22.7  

4.7  

16.8  

3.5  

5.7  

23.3  

23.3  

20.9  

4.0  

22.1  

3.2  

12.9  

子連れ家族 

大人の家族 

夫婦 

カップル 

友人 

職場や団体 

ひとり 

同行者 

2020年度 2019年度 2018年度 2017年度 2016年度 

６．巻末資料 
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2020年度と2018年度の全観光圏と本地域の「同行
者」を比較すると、 「子連れ家族」は全観光圏に比べ少
ない傾向にあり、2020年度は「子連れ家族」「大人の家
族」の割合は、ともに本地域で少ないことがわかる。 
 
「カップル」の割合も、2020年度、2018年度ともに全観
光圏より少ないことがわかる。 
 
一方で「友人」「職場や団体」「ひとり」の割合は本地域は
全観光圏に比べ多い特徴が見られる。 
 
2020年度は「友人」「ひとり」が全観光圏と比較して多
かった。 

 全観光圏との比較では、「子連れ家族」
「大人の家族」の割合が少ない。 
 

 「友人」 「職場や団体」「ひとり」は全観光
圏に比べ多い割合。 

17.6  

15.5  

30.4  

7.3  

13.9  

2.9  

10.6  

16.2  

11.1  

22.9  

4.8  

22.5  

5.2  

15.1  

25.2  

14.3  

23.2  

6.0  

15.2  

5.3  

8.5  

12.8  

16.2  

27.3  

5.6  

16.6  

9.7  

8.8  

子連れ家族 

大人の家族 

夫婦 

カップル 

友人 

職場や団体 

ひとり 

同行者（全観光圏との比較） 

全観光圏(2020年) 2020年度 全観光圏(2018年) 2018年度 

６．巻末資料 
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本地域での滞在の総合満足度について見ると、「大変満
足」、「満足」、「やや満足」を合わせた「満足・計」は、2015
年から2020年まで、84.9％（2018年）から90.8％
（2020年）と高水準を推移しており、総合的な満足度が
高い。 
 
また「大変満足」と回答した来訪者の割合で見ると、経年で
増加傾向にあり、2020年は39.5%と大幅に増加しており、
来訪者の満足度は高まっていることがわかる。 

 総合満足度で「大変満足」、「満足」「やや
満足」の合計は高い水準で推移している。 
 

 「大変満足」の割合が高く満足度の質が
高いと言える。 

② にし阿波～剣山・吉野川観光圏の来訪者による評価 

・総合満足度 

６．巻末資料 
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前項の総合満足度で「大変満足」と回答した層は、滞在時間別に見ると、
2018年度「日帰り」16.4％、「宿泊」24.7%、2019年度「日帰り」
8.4％、「宿泊」27.4%、2020年度「日帰り」25.2％、「宿泊」50.0%と
なっており、どの年度も「宿泊」客が、「日帰り」客の満足度を大きく上回って
いる。宿泊での滞在が、満足度を大きくあげる結果となっている。 
 
同様に、来訪回数別に見ると2018年度「初めて」25.3％、「リピーター」
19.２%、 2019年度「初めて」27.1％、「リピーター」17.6%、 2020年
度「初めて」47.2％、「リピーター」34.7%となっている。3ヵ年通して「リピー
ター」に比べ、「初めて」の来訪者が満足度が高いことがわかる。 
 
来訪時期について見ると、2018年度と2019年度は、「冬季」が「夏季」を
上回っているが、2020年度は、「夏季」の来訪者は、「冬季」の2倍程度が
「大変満足」を回答しており、年度によって傾向が異なる。 

 総合満足度で「大変満足」との回答が多い属
性は、「宿泊」、「初めて」の来訪者。 

６．巻末資料 
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来訪者が本地域を旅行先として選んだ情報源について見る
と、「以前来訪した際の自身の経験」は、どの年度も2割を超
えているが、全観光圏の合計（2020年度34.7％、2018
年度28.8％）と比較するとやや低い傾向にあり、これは本
地域のリピーター率が全観光圏を下回っていることに関連して
いると考えられる。 
 
「家族や友人知人からの紹介・推奨」 を情報源と回答した
割合は、2019年度までは20％前後を推移していたが、
2020年度は急増し34％であり、全観光圏の合計21.1％
を大きく上回った。 
 
ウェブサイト、ブログ、SNSなどを合計した「インターネット・計」
を情報源とする回答もやや増加傾向にあり2020年度は4
割に迫っている。 
 
「SNS （Facebook､Instagram､Twitterなど）」を情

報源とする回答者が2020年度には12.６％と4倍程度と
急増している。全観光圏でも増加傾向にあるが、2020年
度は8.２％であり、本地域はそれを大きく上回っている。 

 旅行先として選ぶ際の情報源は「以前来訪した際
の自身の経験」、「インターネット」「家族や友人知
人からの紹介・推奨」が多い。 
 

 「SNS （Facebook､Instagram､Twitterな
ど）」は2020年度に急増。 

  

以前来訪した際
の自身の経験 

家族や友人知人
からの紹介・推

奨 

ＳＮＳ
（Facebook､
Instagram､

Twitterなど） 

観光系のサイ
ト・ブログ 

インターネッ
ト・計 

2020年度 22.1 34.0 12.6 15.1 37.6 

2019年度 21.6 19.3 3.2 19.4 34.6 

2018年度 24.4 20.4 3.4 16.8 32.0 

2017年度 26.5 19.5 - - 24.8 

2016年度 34.5 18.9 - - 33.3 

2015年度 26.1 18.7 - - 32.4 

旅行先として本地域を選んだ際の情報源（％） 

・旅行先として選ぶ際の情報源 

６．巻末資料 
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本地域の訪問した総合満足度で「大変満足」と回答した、満
足度の高い来訪者の情報源について見ると、2020年度は、
「以前来訪した際の自身の経験」25.2%、「家族や友人知
人 か ら の 紹 介 ・ 推 奨 」 43.0% 、 「 SNS （ Facebook､
Instagram､Twitterなど）」15.０％では、全ての回答者

の情報源を上回っている。 
 
2019年度は、「以前来訪した際の自身の経験」20.7%、 
「家族や友人知人からの紹介・推奨」22.7%、  「SNS
（Facebook､Instagram､Twitterなど）」5.１％、「イン

ターネット・計」43.4%の情報源において、全ての回答者を上
回っている。 
 
特に「SNS（Facebook､Instagram､Twitterなど）」は、

調査が始まった2018年以来、「大変満足」と回答した来訪
者が情報源とした割合が高いことが顕著であり、旅行先決定
の重要な情報源と考えられる。 
 
 

 満足度が高い来訪者の情報源は、「以前
来訪した際の自身の経験」、「家族や友人
知人からの紹介・推奨」、「SNS
（Facebook､Instagram､Twitterな
ど）」が高い。 

  

以前来訪した
際の自身の経

験 

家族や友人知
人からの紹
介・推奨 

ＳＮＳ
（Facebook､
Instagram､

Twitterなど） 

観光系のサイ
ト・ブログ 

インターネッ
ト・計 

2020年度 22.1 34.0 12.6 15.1 37.6 

2019年度 21.6 19.3 3.2 19.4 34.6 

2018年度 24.4 20.4 3.4 16.8 32.0 

2017年度 26.5 19.5 - - 24.8 

2016年度 34.5 18.9 - - 33.3 

2015年度 26.1 18.7 - - 32.4 

旅行先として本地域を選んだ際の情報源（全回答者）（％） 

６．巻末資料 
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本地域での景観や食事、体験、宿泊について、「大変そう思う」と回
答した項目は、「自然景観や雰囲気を感じられた」が、2020年度
56.５％（全観光圏は41.９％）と高く、経年で上昇傾向が顕著
である。 
 
宿泊施設に関する「宿泊施設のコストパフォーマンスがよい」および
「宿泊施設で従業員の対応がよかった」も増加傾向にあり、全観光
圏の回答を上回っており、高評価である。 
 
食事・飲食店に関する「食事の味やボリュームがよかった」、「飲食店
従業員の対応がよかった」は、2020年度に高い評価を得た項目で
ある。 
 
「この地域ならではの土産物が手に入った」、「土産店従業員の対応
がよかった」については、2020年度に評価が上がっているが、それでも
それぞれ22.１％、26.１％にとどまっており、より高い価値やサービス
を提供することが期待される。 

 認知された価値・品質・サービスは、「自然景観や
雰囲気を感じられた」が高い 
 

 宿泊施設に関する評価、食事・飲食店に関する
評価も高い傾向にある。 
 

 土産物に関する価値は改善の余地がある。 
 

・認知された価値・品質・サービス 

６．巻末資料 
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６．巻末資料 

●過去データを用いた回帰分析結果 

 来訪者アンケートにおける「満足度」「推奨意向」「再来訪意向」について、観光資源ごとの満足度と相関分析を行った。その結果、「満足度」「推奨

意向」と相関がみられる観光資源は「宿泊施設（全体）」と「地域ならではの食」であることがわかった。また、「再来訪意向」については弱い相関なが

らも「宿泊施設（全体）」と「地域ならではの食」と相関していることがわかった。 

自然景観 街並み
宿泊施設

（全体）

宿泊施設

（コスパ）

宿泊施設

（スタッフ）
地域ならではの食 食事ボリューム 飲食店スタッフ お土産

お土産店の

スタッフ
体験プログラム

体験プログラムの

スタッフ

満足度 0.064 0.109 0.571 0.059 0.023 0.513 0.102 0.116 0.122 0.162 0.140 0.129

推奨意向 0.064 0.102 0.544 0.064 0.012 0.508 0.104 0.117 0.119 0.151 0.105 0.094

再来訪意向 -0.003 0.110 0.322 -0.037 -0.105 0.225 -0.020 -0.016 0.025 0.052 -0.008 -0.026

＜「満足度」「推奨意向」「再来訪意向」と観光資源の満足度の相関分析結果＞ 

出所：2020年、2018年来訪者満足度調査より 

 以上のことから、来訪者の「満足度」「推奨意向」を高める要素は「宿泊施設（全体）」と「地域ならではの食」であると捉えることができるため、両資

源の磨き上げを行うことが「満足度」「推奨意向」の向上につながるのではないかと考えることができる。 

 「再来訪意向」については、 「宿泊施設（全体）」と「地域ならではの食」と弱い相関がみられるものの数値を向上させるほどの影響は与えないので

はないかと考えられる。 
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６．巻末資料 

 観光資源間の相関分析を行うと、「地域ならではの食」と相関がみられる資源が多岐にわたることがわかる。仮説としては、地域全体の評価を食が押

し上げており、食の満足度が高い人ほど他の項目も高めの評価をしているのではないか、と考えられる。また、全体的にスタッフの評価とコンテンツが相関

している傾向もみられるため、スタッフの対応が地域全体の評価につながることもわかる。 

＜観光資源間の相関分析結果＞ 

出所：2020年、2018年来訪者満足度調査より 

自然景観 街並み
宿泊施設

（全体）

宿泊施設

（コスパ）

宿泊施設

（スタッ

フ）

地域ならで

はの食

食事ボ

リューム

飲食店ス

タッフ
お土産

お土産店の

スタッフ

体験プログ

ラム

体験プログ

ラムのス

タッフ

自然景観 1.000

街並み 0.648 1.000

宿泊施設（全体） -0.047 0.065 1.000

宿泊施設（コスパ） 0.540 0.413 0.206 1.000

宿泊施設（スタッフ） 0.602 0.421 0.124 0.882 1.000

地域ならではの食 0.511 0.382 0.607 0.514 0.555 1.000

食事ボリューム 0.632 0.470 0.105 0.643 0.702 0.799 1.000

飲食店スタッフ 0.603 0.519 0.098 0.612 0.662 0.702 0.857 1.000

お土産 0.411 0.491 0.147 0.520 0.499 0.548 0.483 0.510 1.000

お土産店のスタッフ 0.408 0.522 0.194 0.512 0.507 0.570 0.495 0.548 0.840 1.000

体験プログラム -0.005 0.221 0.320 0.181 0.147 0.608 0.188 0.231 0.285 0.307 1.000

体験プログラムのスタッフ -0.037 0.196 0.317 0.194 0.149 0.550 0.201 0.243 0.295 0.324 0.956 1.000

 以上の結果は「満足度」「推奨意向」「再来訪意向」と相関のある観光資源、観光資源間の相関をみることで旅行者のニーズを深堀するために実

施した分析である。同様の手法により、他の相関をみることで旅行者ニーズをより詳しく知ることができるため、データ分析の参考にしていただけると幸い

である。 
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