
「受入態勢の整備」部会

令和３年度活動報告及び令和４年度活動計画

令和４年６月



１．令和３年度活動報告

安全に、安心してお遍路を巡っていただくための環境整備を行うため、令和３年度は下記
の日程において部会を開催し、構成員間の情報共有を図った。

開催日 開催方法 内容

令和３年６月２１日（月） Ｗｅｂ会議

・「受入態勢の整備」部会における近年の主な

活動状況の報告について

・令和２年度活動報告及び令和３年度活動計画

について

・四国遍路世界遺産登録推進協議会事務局

からの情報提供

１－１．部会の開催



１－２．みち案内表示シートの整備

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 合計

直轄国道 0 32 21 14 3 8 1 0 79
徳島県 34 367 0 0 32 0 0 0 433
香川県 0 0 103 0 0 0 0 0 103
愛媛県 0 0 10 50 3 4 29 0 96
高知県 90 0 0 0 26 5 0 3 124
合計 124 399 134 64 64 17 30 3 835

設置状況写真

【各年度における設置枚数】

みち案内表示シート



１－３．「遍路道とトイレ位置案内図」の改善と
トイレ表示ステッカーの貼付

受入態勢の整備部会では、お遍路さんの利便性向上

のため、協議会HPに「遍路道とトイレ位置案内図」を掲

載し、情報提供を行っている。

令和３年度はこのトイレの位置情報の更新と徳島県

域と愛媛県域におけるWi-Fiスポットの位置情報の追加

を行った。

トイレ掲載箇所数：５８３箇所（１２箇所増加）

Wi-Fiスポット掲載箇所数：２６０箇所（１５１箇所増加）

○「遍路道とトイレ位置案内図」の改善

「遍路道とトイレ位置案内図」に掲載されているトイレについて、電子上

だけでなく、現地においてもお遍路さんに分かりやすく示すため、トイレ表

示ステッカーの貼付を行っている。

令和３年度までの貼付箇所は４７８箇所となっている。

○トイレ表示ステッカーの貼付
トイレ表示ステッカー

徳島県域のトイレおよびWi-Fiスポット情報



１－４．勉強会の実施

「地域コミュニティと自治体の主体的参画の重要性」について認識共有を行うとともに、基礎自

治体である市町村が主体となった取組を進めるため、市町村の現況を把握し、どのような考えを

持っているのか意見抽出を行うことを目的に開催。

開催場所 開催日

高知県勉強会 令和3年10月26日（火）

徳島県勉強会 令和3年10月29日（金）

香川県勉強会 令和3年11月 4日（木）

愛媛県勉強会 令和3年11月 4日（木）

【議事概要】

・アンケート結果の説明

・各構成員の取組事例、課題等の紹介

・今後の取組について意見交換

【主な取組事例、課題等】

・地元団体に清掃など維持保全を委託。消耗品等費用の補助。

・地元小学校での「おもてなし文化の継承」のお遍路学習。

・地元だけで道の維持管理は費用面、人的面で困難。行政や推進協議会からの支援が必要。

・地域の機運が盛り上がらないと前進しない。一般の方の意識向上が必要。

・取組を地域にお知らせできていない。



１－５．講演会の開催

令和３年７月に世界遺産登録された、「北海道・北東北の縄文遺跡群」における取

組事例について、青森県企画政策部世界文化遺産登録推進室の岡田世界文化遺産

登録専門監による講演会を開催。

【開催日時】

令和４年１月２６日（水） １３：４５～１４：４５

【開催方法】

Ｗｅｂ会議

【講演内容】

多数の関係機関との連携や、地域コミュニティとの関わり、

更には予算や人員体制に関する部分に触れつつ、暫定リ

スト入りしてから世界遺産登録されるまでの過程で重要とな

る点や苦労した点について講演いただいた。

Ｗｅｂ会議による講演会の様子



１－６．構成員の活動【案内板・石柱の設置】

令和４年１月２６日（水）

高知県にある３０番札所善楽寺から３１番札所竹林寺に向かう遍路道

沿いに設置。【高知県商工会議所女性会連合会】

令和３年１１月１９日（金）

12基目の四国八十八箇所遍路道案内板石柱を

設置し、除幕式を開催。

【徳島県商工会議所女性会連合会】

案内表示板の設置。【美波町】

令和３年１１月１８日（木）

屋島寺山頂付近に石柱の設置。

【香川県商工会議所女性会連

合会】



１－７．構成員の活動【遍路道の保全活動】

愛媛県久万高原町の遍路道を草刈り。

活動地点： 鵯田峠＆農祖峠（10月）

【一般社団法人へんろみち保存協力会】

作業前半 作業後半

１３番大日寺と１８番恩山

寺のショートカットコースと

なる幻の遍路道「あずり越

え」の整備。【 NPO法人徳

島共生塾一歩会】

老朽化した旧橋 新たに架け替えた橋

高知県のふるさとチョイス（ガバメントクラウド

ファンディング）を活用し、老朽化した橋の架け

替えを実施。【大月町】



１－８．構成員の活動【清掃活動】

香川県にある６８番神恵院、６９番観音寺から７０番本山寺

へ向かう財田川沿いの道を清掃。

実施日：令和３年４月１６日（金）

参加者：１７名

【香川県商工会議所女性会連合会】

春の歩き遍路シーズン前の歯ノ辻（はのつじ）遍路道の清

掃を実施。２２袋分のゴミを回収。

実施日：令和４年３月３０日（水）

【 NPO法人徳島共生塾一歩会】

高知県にある37番札所藤井山岩本寺から38番

札所蹉跎山金剛福寺に向かう遍路道沿いにあ

る伊与喜天満宮休憩所及び遍路道の清掃活動

を実施。（６月・１０月）【黒潮町】



１－９．構成員の活動【その他】

○第７回一日一斉「おもてなし遍路道ウォーク」 開催

今回初めて遍路道を一巡して切れ目無く点検。

佐伯勇人四国遍路世界遺産登録推進協議会会長も四国経

済連合会チームの一員として参加。

【NPO法人遍路とおもてなしのネットワーク】

開 催 日 ：令和４年２月２３日（水）

参 加 者 数 ： 249チーム、1,138名が参加

イベント趣旨：四国遍路道約1,200kmを地元の人を中

心に一日で一斉にそれぞれの区間を分かれて歩き、

遍路道が安全か、道案内が適切か、休憩場所やトイ

レは整備されているかなどの点検を実施。



１－９．構成員の活動【その他】

○外国人の遍路体験の案内とお接待(11月20日実施)

香川県国際課主催の外国人のための遍路体験で、長尾寺～前山

お遍路交流サロン～大窪寺を案内。

前山お遍路交流サロンでお接待も行った。スタッフを含めて24名の

参加があった。【香川県、NPO法人遍路とおもてなしのネットワーク】

○高知県お遍路ウォーキング開催

令和３年１１月６日（土）開催 参加者数 ２２名

ルート：高知銀行本店 → ３０番札所善楽寺

※善楽寺にてお遍路さんや観光客への「お接待」を実施。

【ＮＰＯ法人ループ88四国】

〇四国遍路文化魅力発信事業

弘法大師空海の生涯をテーマとした、県歴史文化博物館の新常設

展を題材に、四国遍路文化の更なる魅力を発信。【愛媛県】

・多言語によるPR動画の作成、配信

・「四国遍路と弘法大師空海」シンポジウムの開催

・パンフレット作成、配布



１－９．構成員の活動【その他】

〇情報誌「四国８８NAVI」の配布

四国遍路を全て歩き遍路で通すことが体力的に困難な方、初めて

の四国で運転に自信の無い方、週末を利用して気楽に出かけた

い方などに向けて、列車やバスなどの公共交通機関を利用して四

国八十八箇所霊場を巡るコースを紹介した情報誌「四国８８NAVI」

を発行。【四国運輸局】

○高知家遍路道プロジェクト

高知県内の遍路道の維持管理や修繕を行うため、高

知家遍路道推進事業費補助金制度を実施し、各市町

村を支援を行っている。

高知家遍路道推進事業費補助金はクラウドファンディ

ングで寄せられた寄附金を財源としており、令和３年度

は「高知家遍路道プロジェクト第２弾」として、幡多郡大

月町にある遍路道の維持管理・修繕を行うためのプロ

ジェクトを実施。【高知県】



２．令和４年度活動計画（案）

２－１．部会の活動目標

① 継続事業（みち案内表示シートの設置・トイレステッカーの貼付・トイレ位置情報およびＷｉ-Ｆｉ

スポットの情報更新）の推進

② 定期的な勉強会の開催

③ 構成員の活動内容の発信

④ 地域づくり講座の開催

巡礼者に対する情報提供の充実のため、引き続きみち案内表示シートの設置・トイレステッカー

の貼付・トイレの位置情報およびＷｉ-Ｆｉスポットの情報更新を行う。

地域コミュニティと自治体の主体的参画を推進をするため、基礎自治体である市町村を中心に、

各市町村の取組事例の共有や今後の部会の取組に対する意見交換などを行う勉強会を開催す

る。

推進協議会ホームページの「受入態勢の整備」部会のページで、部会の活動や各構成員の取

り組み状況の情報発信を行う。

市町村の構成員を対象にした、お遍路を活かしたまちづくり・地域づくりに活用できる国の補助

制度や、全国的な地域づくりの事例等を紹介する講座を開催する。



２－１．部会の活動目標

⑤ 「一日一斉おもてなし遍路道ウォーク」への参加呼びかけ

⑥ 歩き遍路に必要な情報の収集、発信方法の検討

⑦ 遍路道の維持・保全に係る取組に対する支援

一般の参加者と一緒に遍路道の点検を行うことで、世界遺産登録に向けた取組をアピールす

ると共に、遍路道の現況把握を行い、今後の遍路道の維持管理等に繋げていくため、部会構成

員への参加を呼びかける。

長期的な取組として、部会構成員の中にも、独自に遍路道に関する情報発信に関する取組をし

ている団体があるので、そういった団体と連携しつつ、歩き遍路に必要な情報の収集、発信方法

の検討を行う。

地域の団体（自治会やＮＰＯ等）が行う、遍路道の清掃および遍路道の修繕に対して、補助金

の交付を行い、地域コミュニティの積極的な参加の促進を図る。



２－２．構成員の活動目標

○お接待の実施

○各種遍路ウォークの開催

○遍路道の維持管理活動

○遍路道・休憩所等の清掃

○各種講演会・フォーラム等の開催

○遍路道マップ・広報誌等の作成

○遍路道における倒木・崩れ箇所等の点検

○ボランティアガイド活動

○石柱・案内看板等の設置

○ホームページ等での遍路道・遍路文化のＰＲ活動

○クラウドファンディングによる補助事業の実施

○チラシ・ポスター等による四国遍路の啓発活動

○定期的な遍路道の巡視

○お遍路さんが利用できる交流宿泊施設のオープン

○小学校での四国遍路及び遍路古道に関する

授業の実施
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