
議案第 1 号 2021 年度事業報告 

 

小豆島の観光概況 

2021 年には四国全体のキャンペーンとして 10 月～12 月に「四国デスティネーションキャ

ンペーン」が開催されました。また、香川県民・周辺県民対象の「新・うどん県泊まってか

がわ割」も断続的に実施されました。しかし 2020 年より続いているコロナウイルス感染症

の影響は極めて大きく、2021 年に来島した推定観光客数は約 66.8 万人と前年より微減とな

りました。のべ宿泊客数はさらに厳しく、約 16.6 万人と昨対２割近い大幅減となりました。

月別で見ると 2020 年にはまだコロナの影響がなかった 1,2 月の減少幅が、特に大きくなっ

ています。 

 

1. フィルム・コミッション事業 

【映画】 

撮影： 

・渡邉組パイロットフィルム(2021/7 撮影) 

劇場公開： 

・Arc(石川慶監督)：2020/2-3 撮影、2021/6/25 公開 

【TV ドラマ】 

・二十四の瞳（NHK BS）2022/1 撮影期間 10 日、エキストラ 200 名 2022/8 放送予定 

 

2. 取材受付 

【TV 番組】※日付は放送日 

・イッテ Q(日本テレビ)      2021/5/9 

・出川哲朗 充電させてもらえませんか              2021/6/21 

・あさイチ シェア旅(NHK 総合)     2021/6/24 

・ドラレコ旅(テレビ大阪)      2021/9/4 

・おはよう朝日土曜日です(ABC)     2022/9/11 

・イマナマ！(RCC 中国放送)     2021/9/20, 27 

・宝の山(日テレ)       2021/11/16 

・カメラ男子(テレビ神奈川ほか)全 10 回で小豆島を紹介  2022/1～3 

 

【その他映像関連、写真集】 

・イロハサクラ Music Video 

・香川県観光協会アジア向け PR 動画 

・facebook live タイ向けに 8 万人ライブ配信   2021/11/18 

・ニコニコ動画オンラインバスツアー(両備ホールディングス)  2022/2/13 

・Netflix 未来日記シーズン 2     2022/5～ 



・朝陽が僕らに微笑んだ(ドラマ MBS)    放送未定 

・車 CM 撮影       2022/8 頃放送予定 

・昭和浪漫倶楽部 CM 撮影       （2021/11 撮影） 

・環境省 国立公園 インバウンド向け WEB 動画    （2021/11 撮影） 

・写真集「江籠裕奈」      2022/3 

・写真集「大和田南那」      2021/12 

 

【雑誌・新聞など】 

・じゃらん関西・中国・四国 小豆島でコラボ花絶景に癒される 2021/4 

・じゃらん関西・中国・四国 小豆島で夏休み田舎体験  2021/8 

・じゃらん関西・中国・四国あこがれ絶景＆グルメ Trip  2021/12 

・じゃらん関西・中国・四国 とっておきの四国 小豆島  2022/2 

・関西夏ウォーカー／絶景グランプリ特集    2021/夏 

・『るるぶ香川 '23』      2021/9 

・「別冊 旅の手帖」      2021/7 

・旅の手帖 MOOK『日本の絶景 100』    2021/6 

・「まっぷる観光情報海水浴特集 2021」    2021/4 

・「まっぷるマガジン香川'23・四国'23」    2022/3 

・「まっぷる おいしい道の駅ドライブ 中国四国」   2022/5 

・NHK 趣味どき！道草さんぽ 寺社の木巡り（宝生院シンパク） 2021/10 

・サンデー毎日 瀬戸芸特集     2022/3 

・おとなの隠れ家 瀬戸芸特集     2022/3 

・ジャパンジャーナル(政府系海外広報誌) 

・『総合百科事典ポプラディア 第三版』書籍版・ネット版  2021/6 

・アシタノ（中国新聞社発行）  温泉旅企画  2022/1 

・香川県 かがわ MANIA66 号     2021/12/15 

・『健康日本』/日本健康倶楽部     2021/12 

・『健康日本』「温泉めぐり」     2021/9 

・K&B の絶景本『日本の絶景 島旅』    2021/8 

・読売新聞 大阪本社（虫送り）     2021/7 

 

【ウェブ記事など】 

・ふるさと LOVERS（ふるさと納税サイト） 

・旅行サイト「ナビタイムトラベル」中山・エンジェルロード 2021/11 

・島想い.com（有人離島紹介ポータルサイト）   2021/5 

・JR 西日本おでかけネット『こころ惹かれて晴れの国・岡山へ』 2021/4 



・セラヴィリゾート泉郷 WEB 情報「オアシス」   2021/4 

・Panasonic car ナビサイト     2022/1 

・JNTO 公式 SNS（TripAdvisor）    2022/1 

・松山市公式観光 WEB サイト 

 

【その他】 

・香川短期大学大学案内      2022/4～ 

・2022「戀戀瀨戶內 恋する瀬戸内」文化交流寫真展  2022/3～ 

 

3. 観光庁公募「域内連携」事業  

「島横断で瀬戸芸オフシーズン課題に共通ターゲット（健康志向・ベジタリアン）設定で

取り組む「醤油・素麺・オリーブ」✕「域内周遊 e バイク」の新規開発・実証事業」に公

募し、採択されました。 

観光協会会員４社に協力いただいて、ベジタリアン・ビーガンメニューを開発、モニター

ツアーを実施し、造成したコンテンツをインバウンド・国内向けに販売しました。開発し

たベジタリアン・ビーガンメニューについては会員の皆様に情報提供し、メニュー開発の

参考にしていただけるようにします。 

 

4. 旅行業登録・コンテンツ造成・ガイド養成 

2021 年８月に香川県に地域限定旅行業の登録を行いました。香川県観光振興課の補助金を

受け、山歩きガイドを養成のうえ 2022 年２月に山歩きツアーを実施予定でしたが、コロ

ナウイルス感染症拡大により中止となりました（今年度実施の予定）。また、じゃらん遊

び・体験に「残石公園石割体験」「醤の郷現代美術館貸切ツアー」の２コンテンツを造

成・掲載しました。 

 

5. 視察受入・FAM ツアー・展示会出展 

視察受入：なし 

FAM ツアー： 

上記「域内連携」モニターツアー２回実施 

展示会など出展：なし 

ツーリズム EXPO、赤穂義士祭交流物産市など全て中止 

 小豆島キッチンと共同して旬彩館(東京・新橋)へ出展予定でしたが、こちらも中止とな 

 りました。 

  



6. 幸せを呼ぶオリーブリース 

コロナウイルス感染症対策として集合してのリース作成会は行わず、2022 年 2 月 9 日に

希望する会員にリース素材を配布しました。参加 16 施設、作成 1,110 個と例年に比べる

と減少しました。メディア露出： NHK、RNC、四国新聞 

 

7. おもてなし英会話 

英語のあいさつ・道案内・観光地案内に内容を絞った「おもてなし英会話」を 2021 年 4

月１１月まで初級２、中級２の計 4 クラス開講しました。下期についてはコロナウイルス

感染症の影響により休講となりました。 

 

8. まるごと小豆島 

まるごと小豆島については大人数を集めてのイベント開催が困難なこともあり、昨年度は

2020 年度と同じく実施しませんでした。今後についてはコロナウイルス感染症の状況を見

極めながら開催可否の判断をしてまいります。 

 

9. 修学旅行受入サポートなど 

以下の修学旅行受入に際し、事前に小豆島について１時間程度の講義をいたしました。 

愛知教育大付属名古屋校、湘南学園、倉敷琴浦高等支援学校、広島県立三次高校 

せとうち観光専門職大学インターン受入に際し、小豆島の観光について講義しました。 

 

10. マップ作成 

これまで個別に作成されていた小豆島のロードマップを土庄町・小豆島町・小豆島とのし

ょう観光協会・小豆島町観光協議会と協働で１つのマップとして作成しました。 

港周辺の情報を集めた「池田港ぐるりマップ」を大幅改定しました。 

 

11. ネット・SNS 情報発信 

観光協会 HP 内の店舗・施設情報を順次更新しています。 

小豆島の観光に関連する情報収集に努め、ホームページに随時掲載するとともに

Instagram, facebook, twitter など SNS による情報発信を継続しています。 

 

12. 広域観光連携 

香川せとうちアート観光圏の定例会に出席し、県内各観光協会・市町村の観光施策につい

て情報収集しています。 

また、2022/1 に事務局の塩出慎吾が香川せとうちアート観光圏の代表として観光地域づく

りマネージャー研修に参加し、修了証を受領しました。今後はフォローアップ研修なども

受けながら、観光地域づくりマネージャーとして香川県全体の観光振興にも関わらせてい

ただきます。 


