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                   令和元年 6 月 20日 

                    国土交通省 四国運輸局 

公益社団法人香川県観光協会(観光庁登録 日本版 DMO 法人) 

 

香川せとうちアート観光圏「食・農インバウンドビジネス検討会」 

中間とりまとめ(概要) 
 

第一章 - 本観光圏の経緯 

香川せとうちアート観光圏は、全国で滞在型観光エリア形成を目指す「観光圏整備法」に基

づき、(公社)香川県観光協会が事務局となり、県下全 17 市町が参加し推進(全国 13 地域が国

土交通大臣より計画認定され、本観光圏は平成 27年度に認定)。<資料 1> 

 

四国運輸局は、観光庁の出先機関として、県協会が行う観光圏の海外プロモーションへの国

費支援の他、平成 29年度は、全国で「観光地域づくりの舵取り役」を担う「日本版 DMO」登録

制度創設に伴い、県協会の登録実現に協力。 

 

平成 30 年度は新たなテーマの一環として、地域の豊か

な「食・農」資源に着目。アジア圏旅行者に人気の体験型観

光「果物狩り」と、レンタカー等交通機関との連携や、さぬき

讃フルーツ「インバウンドお土産品」販路開拓など、「コト・モ

ノ一体」地域観光消費を目指す。 

 

 このため、「食・農」分野と「交通・観光」分野との官

民連携による検討会の設置を図る。 

 

 

 

 

第二章 - 検討会の背景(訪日旅行形態の変化と、地方部への関心) 

 
最近 5年間程度の訪日旅行形態の変化として、下記の 3点が挙げられる。<資料 2> 

  ①個人旅行化と訪日リピーター増加、②地方部訪問地多様化、➂モノ消費からコト消費へ移行 

 

 訪日リピーターの地方部への関心の高まりに対し、四国では、強みを持つ「島旅」やアート、 

サイクリングなどテーマ型旅行(SIT; スペシャル・インタレスト・ツアー)を推進し、外国人旅行者数は堅 

調に増加してきた。 

 

訪日旅行市場規模(人数・宿泊者数)は、四国の全国シェアは低位(2018年 1.05%)にある。 

他方、訪日旅行消費額に着目し、訪日リピーター市場(香港、韓国、台湾)の 1泊当たり地域観光消費

単価を分析すると、「アート島旅」等のテーマ型観光が進展する香川県のインバウンド消費単価は、全

国主要観光地と比肩しうる水準といえる。<資料 3> 

 

また、香港訪日旅行者が「次回訪日時にしたいこと」として、「四季の体感」「自然体験・ 

農漁村体験」への希望が高い。<資料 4> 

  

 

「観光地域づくりの舵取り役」DMOの役割(観光庁資料) 
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第三章 - 検討会の発足(テーマ・目的・メンバー) 

  本検討会では、四国で先行するテーマ型観光(サイクリング、島旅、アート等)を補完する新た

な SITとして、裾野が広い多様な地域産業の関係者が参加でき、コト・モノ一体でインバウンド消費額

増大が期待できる「食・農」に着目し、観光魅力としての「暮らしに触れる四国旅」をテーマに設定。 

 外国人旅行者の旅行動機を喚起する「旅のストーリー」として、「美味しさを通じて、食・農生

産者の「物語」や、訪れたくなる「心安らぐ風景」に触れる知的好奇心の旅」の発信を目指す。 

 

<図 1> 「暮らしに触れる四国旅」のストーリー 

 

  
 

 

各国籍・地域毎の訪問都道府県別１人１泊当たり旅行消費単価[試算](観光・レジャー目的、2018年) 
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 食・農生産者が丹精込めて栽培する「情熱と思い」やこだわりなど「美味しさの物語」を発

掘するため、三豊市の協力を得て、6次産業化に取り組む農園へ現地取材した。 

 

<図 2> 食・農生産者の「美味しさの物語」事例 

 
 

 

「食・農インバウンド」のターゲットを、訪日ハードリピーターが増加し<資料 4>、四国で

の FIT向け交通機関(鉄道、レンタカー)の最大の外国人利用者である香港市場に設定。 

  観光庁・JNTO「2018～2020年度 香港市場訪日プロモーション方針」に沿って、香港訪日客

の最大ボリューム層である 20～40代女性「ゆるたび」層が関心を持つ「自然景観」「食」に

対し、「暮らしに触れる四国旅」の旅ストーリー「美味しさの物語」を発信していく。 

 
四国の外国人個人旅行者向け交通機関の利用状況(鉄道・レンタカー) 

    
 

「暮らしに触れる四国旅」は、観光が住民の暮らしと調和し、産業として地域経済に寄与す

る「持続する観光地づくり」を目指す。本検討会では、地域観光消費額の増加に重点を置き、 

3つの目的(目標 What・主体 Who・手法 How)の 2W1Hを設定。 
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食・農インバウンドビジネス目標 3分野として、以下の商品化を目指す。 

①四季の旬を体験し味わう観光農園「果物狩り」体験観光(コト消費)  

②アジア地域で人気の高いフルーツ「土産品」販路拡大(モノ消費)  

➂情緒ある古民家宿泊や、地域の食文化体験などの「暮らし体験」(コト消費) 
 

<図 3> 食・農インバウンドビジネス目標 3分野 
 

    
訪日外国人の「コト・モノ」観光消費動向データ 

    
 

 

 
 

 

香川県三豊市では、多様な DMC(地域イン

バウンド企業)が、農園や企業、人材と連携

し、多元的な異業種ネットワークを構築

し、高品質なゲストハウスや、地域食文化

の体験型プログラムなどインバウンドビジ

ネスを展開。<図 2> <資料 5> 

 

  四国運輸局による訪日外国人旅行者の周遊

動態分析でも、香港を中心に、三豊市への滞

在・宿泊がみられる。 

 

 

 

  

<目的 1> What・目標 :  「食・農」を共通テーマに、「コト・モノ一体」地域観光消費増大 

<目的 2> Who・主体 :  DMC(地域インバウンド企業)を中核に、交通、農園、ゲストハウス、体験
型観光等の地域異業種ネットワークを主役に、民間創意でインバウンドビジネス実現  
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農業と観光との連携による 6次産業化において、 

交通が果たしうる役割として、以下の 3つ 

の機能が挙げられる。 

これら交流機能を軸に、観光立国と農産品輸出 

との価値循環(エコシステム)へ発展を期待。 

 

<図 4> 「農・交通観光連携」6次産業化- 交通を軸とした「ヒト・コト・モノ」交流の循環 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本検討会は、観光圏の現場の知恵を結集し、政府の地方創生施策が目指す「農林水産新時 

代」「観光立国」が循環するインバウンドビジネスモデルの実現へ、官民連携で取組む。 
 
① 民間異業種連携   

交通、農園、地域商社、DMC、銀行等異業種ネットワークが主体。バス・鉄道・レンタカ

ー企業による多様な観光交通アクセスや、「お土産」農産品の貨客混載と空港販路開拓 
 
② 行政部署間連携 

観光部署と農政部署が連携し、ア) 農産品海外市場調査の知見を共有し、土産品の訴求

力(内外価格差や安全・安心ブランド)を構築。将来的に、イ) 海外現地ショッピングモー

ルでの観光プロモーションと農産品プロモーション合同実施などの可能性を推進。 
 
  本検討会では 5分野からメンバー構成し「食・農インバウンドビジネス」の議論を進める。 

「食・農インバウンドビジネス検討会」メンバー構成 

 
 

<目的 3> How・手法 :  「農・交通観光連携」6次産業化  
交通が担う「ヒト・コト・モノ」交流を軸に、貨客混載による小規模農園の土産品販路拡大や、 

個人旅行者の観光交通アクセス充実。地方創生重点施策「観光立国」「農産品輸出」が循環。 
 

 

○訪日旅行時に「お土産農産品」購入 
(農・交通連携で貨客混載<資料 6>や販路開拓) 

○帰国後の日本産「農産品リピーター」創造 
(土産品の美味しさを帰国後実感し、現地購入) 

 

○「暮らしに触れる四国旅」への知的好奇心 
(生産者の「物語」「風景」への関心喚起:ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ) 

○外国人個人旅行者の安全・安心な「旅行環境」整備 
(観光交通アクセス充実<資料7>、体験観光メニュー) 



  

6 

 

第四章 - 2018年度議論の成果(課題と取組方策) 

 本検討会は、2018年 11月より 4回開催。食・農インバウンドビジネス目標 3分野の全体像の 

共有を目的とし、各メンバーの取組報告や、DMCをゲストスピーカーに招請。 

 3分野計 7項目の課題と取組方策を議論した。 

 
<ビジネスプラン 1> 四季の旬体験「果物狩り 
 
 
 (取組方策) 香港発訪日旅行の 4つの旺盛期に対応した受入の年間平準化を図るため、 

インバウンドに意欲的な観光農園の参加を拡大。 

 

香港発訪日旅行の 4つの旺盛期と、フルー

ツの「食べごろ暦」とを照合し、果物狩りや

お土産品として、以下のお奨め品目を想定。 

インバウンドに意欲的な観光農園の拡大を

働きかけていく 

 

 

 

 

 

 

 
(出典)四国アライアンス(阿波銀行・百十四銀行・伊予銀行・四国銀行)パンフレットより、香川県を抜粋 

 

[課題２] 果物狩りの認知度向上と商品造成 

(取組方策) 「レンタカー&観光農園」セットプラン商品化。2019年度事業(海外向けウェブコンテン

ツ化)を通じて、「四季の旬」を味わう果物狩りの美味しさや、体験観光による家族・グループ

旅行の「触れ合い」を発信。 

 
  <メンバー取組報告と今後の課題> 

①「レンタカー&観光農園セットプラン」商品化 

②訪日外国人向け高速道路割引企画「山陰・瀬戸内・四国エクスプレスウェイパス」 

（San’in-Setouchi-Shikoku ExpresswayPass）を活用した広域観光周遊促進 

➂「旅マエ」観光農園予約機能ウェブ「Japan Fruits」等との連携 

 

[課題３] 交通利便性強化 

   (取組方策) 交通不便地域での機動性に優れたレンタカーの他、観光タクシーの利用を促進。 

低廉な公共交通機関(鉄道・バス・フェリー等)で行ける農園の交通アクセス情報を発信。 

   
  <メンバー取組報告と今後の課題> 

①外国人レンタカー利用者の香川県内カーフェリー航送簡易書式の継続へ意見交換<資料 8> 

②インバウンドに意欲的な観光タクシー 

(「うどんタクシー」では、専門知識・ガイド能力等の社内試験で専任ドライバー育成) 

 <春節・イースター・クリスマス> ◎イチゴ 

<夏期休暇> ◎ぶどう   ◎桃   ◎梨  等 香港発訪日旅行の旺盛期(月別推移) 

 (出典)日本政府観光局(JNTO) 

[課題１] 受入農園の拡大・年間平準化 
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<ビジネスプラン 2> インバウンド「土産品フルーツ」販路拡大 
 
[課題４] お土産フルーツ販売チャネル拡大 

(取組方策) 土産品フルーツの「お奨めポイント」分析。交通施設や物産店バイヤーへ提案 

 
<メンバー取組報告と今後の課題> 

 

①アジア 7か国・地域「訪日お土産」アンケート結果 
    (一社)ジャパンショッピングツーリズム協会

(JSTO)の調査結果では、訪日旅行の食品のお土産で

「もらいたいもの」として、香港では、①和菓子、

②フルーツ、➂日本酒、の順。 

フルーツに絞ると、香港は、①イチゴ、②桃、 

➂ぶどう、の順。 

 

②高速道路サービスエリア・パーキングエリアにおける 

インバウンド対応 

   ア) インフォメーションにおける訪日外国人案内 

   イ) 多言語表記プライスカードの掲出 

(四国の銘菓・定番菓子 13品目を選定)  

 

 

 

 

 

 

 

(取組方策) 生鮮品フルーツ土産品「お取り寄せ」販売で、小規模農家と貨客混載や空港等が連携 
 

土産品フルーツを、外国人が長期周遊旅行で立ち寄る、農園や宿泊、交通施設等で予約し、生鮮品 

を帰国時に空港等で引き渡す「お取り寄せ販売」の新たな 6次産業化ビジネス実現。 

小規模生産農園のインバウンド販路拡大へ、路線バスの定時性を活かした貨客混載を試行。 

他方、物産供給体制や鮮度管理、コスト増加など、関係者間連携で諸課題を解決。 <資料 9> 

 

<図 5> インバウンドお土産 生鮮フルーツ予約販売「お取り寄せ販売」方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[課題５] お土産品販売・輸送システム 

NEXCO ・ SH

へ確認依頼 

 

 

 

高速 SA/PAの多言語プライスカード 

訪日お土産品アンケート調査結果 
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 [課題６] 他地域と差別化 - 食で健康「希少糖×さぬき讃フルーツ」お土産スイーツ 

 (取組方策) 民間プロジェクトによるインバウンド土産品開発・販路拡大 

       全国の生産地間競争で差別化しうるフルーツ土産品として、健康効果のある「希少

糖」とフルーツ使用菓子のインバウンド販路を開拓。 

 
<メンバー取組報告と今後の課題> 

① 「かがわ県産品コンクール」受賞作品「希少糖×フルーツ」使用菓子の販路開拓 

キウイ「香緑」(H29)、ネーブルオレンジ(H26)、レモン(H25)と希少糖を使用したケー

キが受賞。受賞各社に対しインバウンド土産品への参加を提案し、魅力的な商品充実。 

 

 ② 百十四銀行(本店:香川県)による地域産業育成 

 ア) 希少糖クラスターの形成支援(食品事業者に対し、健康志向の商品開発を提案) 

 イ) 観光振興デスク(せとうち DMO・瀬戸内ブランドコーポレーション参画等) 

 ウ) アグリサポートデスクを通じた 6次産業化支援 

      三豊産リモンチェッロ開発支援(マーケティング、融資、ビジネスマッチング)等 

 

➂インバウンド土産品の「売れる工夫」(JSTO) - 中身の明確化や包装パッケージ 

      ア)「お土産フルーツ」携行用手提げ箱を開発(イチゴ販売パックを縦 2段収納) 

      イ) 輸出植物検疫条件を一覧化したデスクマットやポスター 

(観光農園や物産店向けに、果物狩りや土産品販売の促進ツールとして有効) 

 

<ビジネスプラン 3> 「暮らし体験」古民家農泊・食文化体験 

  
 

(取組方策) 三豊市を重点地域に選定し、観光交通アクセスや小規模農家の販路開拓で連携 
 

①  持続的な観光地域づくりは、接遇の現場を担う民間異業種ネットワークの創意が主役。

DMC(地域インバウンド企業)が中核となり、上質な古民家ゲストハウスや食文化体験を運営し、

滞在時間延長や宿泊需要を創造。 

   ②  DMOや行政の役割は、自立収支による民間経営では困難な、観光交通アクセス改善など地域 

全体のインバウンド受入環境整備に重点化。さらに、貨客混載による小規模生産農家のインバウ 

ンド販路開拓など、交通事業者と連携した新たな 6次産業化ビジネス環境を整備。 

 

<図 6> DMCを中核とした異業種連携インバウンド集積地域(三豊市の事例) 

 

[課題７] DMCを中核とした｢異業種連携インバウンド集積地域｣を重点発信 
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第五章 - 2019年度展開 (異業種連携プロジェクトチームへ移行) 

本検討会が目指す SIT「暮らしに触れる四国旅」は、観光が食・農生産者の暮らしと調和 

し、観光消費を通じて地域経済に寄与する「持続的な観光地づくり」を前提に、3つの目的 

(2W1H)を設定<第三章>。食・農インバウンドビジネスを議論<第四章>し、以下の成果を得た。 

 

①具体的目標<What>として、食・農インバウンドビジネス 3分野実現へ 7課題解決 

②観光消費の現場を担う民間異業種ネットワークを主役に<Who>、持続的ビジネスモデル実現 

➂DMOと行政は、交通の 3機能「ヒト・コト・モノ」交流を手法<How>に、観光交通アクセス

充実や、貨客混載による土産品販路開拓など地域環境整備を推進。DMCへ提案連携。 

 

以上の 3点を深度化するため、テーマごとに事務局とメンバーで構成するプロジェクトチー

ムを立ち上げる。具体的な推進体制や課題を検討していく。 

 

 <図 7> 「交通」を軸とした異業種連携プロジェクトの 3つの目標 

 

 
 

 

○ グリーンツーリズムや農泊の一環として、観光圏全域でインバウンドに意欲的な観光農

園の参画を拡大。香港発訪日旅行の需要期である春節の「イチゴ狩り」以外に、夏期休暇

期の「マスカット」「桃」等、「四季の旬」体験を平準化。 

○ 交通不便地域で機動性が高いレンタカーの機動性を活かした交通・観光セット商品化。 

 

 

 

 ○ インバウンド「お土産フルーツ」モノ消費拡大のため、6次産業化のビジネスコンサルテ

ィングに精通した銀行を事務局に、交通や農園等企業間連携により、生鮮品フルーツの予

約販売「お取り寄せ販売」方式、加工品の販路拡大など、持続的なビジネスモデル構築。 

 ○ 「インバウンド異業種ネットワーク集積」が進展する三豊市を重点推進。 
 

 
 
○ 三豊市の観光振興ゾーンの中核となる荘内半島に WG重点化。 

○ コミュニティバスの観光利用促進へ、観光スポットの位置が分かる「バスマップ」や、 

運行系統ナンバリング<図 8>等など、観光客が利用しやすい交通環境整備。 

 ○ 広域交通アクセス充実、貨客混載による土産品輸送など、交通を軸とした地域活性化。 

 

<プロジェクト 1> インバウンド「果物狩り」観光農園拡大・年間平準化ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 

<プロジェクト 2> 「インバウンド土産品」 フルーツ販売促進ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 

<プロジェクト 3> 観光交通アクセス改善ワーキンググループ 
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<図 8> 観光交通アクセス改善 – 個人旅行者が安全・安心できる旅行環境 

    

 

 

 

2019 年度アウトプット - 香港等海外発信 

2019年度 DMO国費支援事業を活用し、「暮らしに触れる四国旅」をウェブコンテンツ化。 

プロジェクトチームの検討深度化を踏まえ、食・農インバウンドビジネス 3分野の消費喚 

起に繋がる具体的情報を発信する。 

また、食・農分野の発信に精通した地域ライフスタイルメディアの知見と連携し、「美味

しさの物語」と旅のストーリーを充実し、香港等海外旅行者の知的好奇心を喚起する。 

 

 

 

 

 (以上) 


