議案第 1 号

令和元年度事業報告
小豆島の観光概況
瀬戸内国際芸術祭 2019 の開催もあり、2019 年に来島した推定観光客数は 115.3 万人、
昨対 108.2％と大きな伸びを記録しました。のべ宿泊客数も 45.8 万人、昨対 108.3％と
大きく伸び、うち外国人は 65,896 人、昨対 135.2％と特に増える結果となりました。
ただし、2020 年 1 月末より広がりはじめた新型コロナウイルス感染症の影響が 3 月に
は小豆島の観光にも大きく影響を与え、3 月単月では推定観光客数が昨対 30％ダウン
といった非常に厳しい状況になりました。
1. 瀬戸内国際芸術祭 2019 開催
第 4 回目となる瀬戸内国際芸術祭が春・夏・秋の３期間、計 100 日間開催され、国内外
から大変多くのお客様に来島いただきました。ワン・ウェンチー「小豆島の恋」、リン・
シュンロン「国境を越えて・波」といった世界的に有名なアーティストによる大作を含
め計 39 作品が展示され、開催期間中に 18.6 万人と過去最多の来場者を記録しました。
期間中は当協会独自で小豆島の作品を紹介するホームページを立ち上げ、来場者に利用
してもらいました。
2. フィルム・コミッション事業
映画を含め多くの映像作品のロケ地として小豆島が選ばれ、当協会も情報提供、ロケハ
ン、撮影許可、お弁当など手配、エキストラ募集など様々なサポートを行いました。
【映画】
・喜劇愛妻物語（足立紳監督）2020 年公開予定
・ARC（仮）
（石川慶監督）
・ドキュメンタリー Change(F/T19 製作)
・FAMILY MOTTOES
※島内ロケ作品の上映会
・明日へ ～戦争は罪悪である～（藤嘉行監督：2017 撮影）2019/11/10
【WEB、その他映像】
・「日本郵便 × PLAYLIFE タイアップ」プロモーション画像
・ポルシェ CM Web 動画
・クラリーノ CM Web 動画
・水森かおり「瀬戸内小豆島」プロモーションビデオ

3. 取材受付
小豆島の魅力を PR してくれる、様々な媒体の取材を受付ました。
【テレビ】※日付は放送日
・羽田美智子のにっぽん旅～味・技・心～(BS 日テレ)

2019/4/11, 18, 25

・なんしょん？（OHK） -小豆島オリーブ園、宝生院

2019/5/8,15

・ええトコ（NHK 大阪）-マテ貝、沖ノ島、木桶醤油、佃煮

2019/5/15

・ザ!鉄腕!DASH!!(日本テレビ) -エンジェルロード

2019/5/19

・ＺＩＰ！「日本全国朝ごはんジャーニー」(日本テレビ)

2019/6/6, 7

・はじめてのおつかい！夏の大冒険スペシャル(日本テレビ)

2019/7/15

・日本１００年ゴハンと紀行（NHK BS） -醤油蔵

2019/9/22

・じょんのび日本遺産(TBS)

2019/9/29

-石の島

・遠くへ行きたい（日本テレビ）-クライミングジム、オリーブ農園 2019/10/27
・STU４８発→東京(BS フジ)

2019/10/31

・SETOUCHI ISLAND by STU(BS フジ)

2019/11/25, 12/2

・朝だ！生です旅サラダ（テレビ朝日）

2019/12/21

・はじめてのおつかい爆笑！記念スペシャル(日本テレビ)

2020/1/6

・軽四キャンピングカーがゆく(NHK)

2020/1/31

・うたコン「ご当地ソングの女王・水森かおりのブラリ小豆島旅」
(NHK)

-エンジェルロード・オリーブ公園

2020/2/25

【ラジオ】
・MAKE MY DAY「島特集」(FM J-WAVE)

2019/9/1

【新聞・雑誌】
・四国新聞 itsumo -オリーブオイルコンフィ

2019/5/17 号

・JAL 機内誌 SKY WARD

2019/12 月号

-オリーブ、塩・醤油

・島へ -小豆島中央高校生徒による雑誌記事作成企画

2020 年 4 月号

・小学館 雑誌「美的」 -小豆島オリーブ園

2020 年 6 月号

【ウェブサイト・その他】
・小学館 ウェブサイト「Suits Women」 https://suits-woman.jp/
-オリーブだけじゃない！小豆島で味わうべき美食＆土産 6 選
・女性ファッション通販サイト TOAST https://www.toa.st/us/

4. 視察受入
旅行関連の会社だけでなく、国内外の様々な組織、会社、地方公共団体からの視察を受
け入れました。
JR 四国、北京ビジネススクール、沖縄離島議員団、台湾大楽旅行社、台湾観光局長
韓国全羅南道、大阪学院大学 DM アカラキ教授、九州運輸局、同志社大学津村准教授
立正大学経営学部吉田ゼミ、クルーズ客船「ボナン」、広島県三次市商工会議所
阪急百貨店など
5. FAM ツアー
国内外の様々なターゲット客に対し FAM ツアー（招待旅行）を受け入れ、小豆島の魅
力を伝えました。
JR 四国大阪営業部、せとうち DMO（ドイツ）
、両備グループ（中国）
本四連絡高速道路（フランス）
、JNTO（フランス）など
6. 展示会・出展
島外の展示会などに出展し、小豆島の PR を行いました。
・神戸みなとまつり

2019/7/14, 15

・四国ツーリズム創造機構主催「2019 四国観光商談会」大阪会場 2019/10/12
・小豆島観光戦略会議主催「小豆島観光商談会 2019 東京・大阪」 2019/10/17, 18
・ツーリズム EXPO ジャパン 2019 出展

2019/10/24-27

・第 116 回赤穂義士祭忠臣蔵交流物産市

2019/12/14

7. 幸せを呼ぶオリーブリース作成会
2020 年 2 月に幸せを呼ぶオリーブリース作成会を開催しました。26 社 39 名の会員の
皆様に参画いただき、2370 個のリースを作成、参加した会員の皆様に配布していただ
きました。NHK を始めとするメディアにも多く取り上げていただき、閑散期の集客対
策として効果をあげています。

8. まるごと小豆島セミナー
小豆島の魅力を島民の皆様に再発見してもらえるセミナーを実施しました。
・小豆島の歴史探訪 -田中河内介 (片山鹿之助氏)

2019/4/18

・観光アプリ Horai 紹介 (須田英太郎氏)

2019/5/16

・ホタル観賞と中山地区の魅力 (安井信之氏)

2019/6/3

・小豆島 島鱧への道のり (上川貞亮・田中佑季氏)

2019/7/18

・未来を担う人づくり (泉谷俊郎氏)

2019/8/22

・特別編：秋の小豆島ロケ地巡り

2019/9/19

・写真と映像で見る小豆島今昔物語 (宮原隆昌氏)

2019/10/24

・小豆島のこまいぬについて (山西輝美氏)

2019/11/28

・落語会ができるまで (蒲敏樹氏)

2019/12/19

・小豆島生まれの石の絵手紙 (岡田好平・岩瀬輝子氏)

2020/1/16

・地域コミュニティについて (竹上剛志氏)

2020/2/13

・広報 PR について (今上貴子氏: 中止)

2020/3/19

9. YOKOSO SHODOSHIMA 英会話セミナー
小豆島観光国際化チームを中心に、観光に特化した実践的な英会話セミナーを月 1 回の
ペースで開催（1 回はコロナウイルス感染症対策のため中止）しました。瀬戸内国際芸
術祭 2019 開催期間中には、土庄港にてセミナー受講生による通訳ボランティアが提供
され、国外からのお客様に好評を博しました。
10. お出迎え
クルーズ船のお出迎え、誘導などを行いました。
・クルーズ客船「ぱしふぃっくびいなす」

2019/5/21

・飛鳥Ⅱ（強風のため中止）

2019/11/11

11. 広域観光連携
島外の関係団体と連携を取り、小豆島への誘客を図りました。
① 5 月 20 日に「知ってる！？悠久の時が流れる石の島～海を越え、日本の礎を築
いた

せとうち備讃諸島～」として香川県丸亀市、岡山県笠岡市とともに土庄

町・小豆島町が日本遺産に認定されました。独自のストーリーとして今後の観
光連携に活かしていきます。
② 9 月 17 日に赤穂市観光協会と観光連携協力に関する協定を結び、毎年 12 月 14
日に赤穂市で開催される赤穂義士祭に参加しました。
③ 「香川せとうちアート観光圏」戦略会議に計 3 回参加しました。

