
（広島県全域編） 

 Q01 広島県を訪れる県外観光客の数は？ 

平成 29 年の県外客の入込数は 3,072 万人です。 

  > 広島県観光客数の動向(広島県 HP) 

 Q02 広島県のイベントや祭りで観光客数が多いものは？ 

1 位は「ひろしまフラワーフェスティバル」で約 160 万人以上 

2 位は「ひろしまフードフェスティバル」 

「福山ばら祭」で約 80 万人です。 

・広島みなと夢花火大会 

・とうかさん（ゆかたできん祭） 

・宮島水中花火大会 

・三原神明市 

・尾道住吉花火大会 

・呉みなと祭 

・酒まつり（東広島市） 

・胡子大祭 

などが 20 万人以上のイベントです。 

 Q03 広島県内の宿泊施設の総数は？ 

旅館が 538 施設 

ホテルは 187 施設です。 

（厚生労働省生活衛生局指導課 2017 年 3 月末） 

 Q04 広島県で一番高い山は？ 

安芸太田町の恐羅漢山（1,346ｍ）です。 

 Q05 広島県の花は？ 

もみじです。 

県の鳥はアビです。 

県の魚はカキです。 

 Q06 広島県下で最大のスギの木は？ 

梶ノ木の大スギ（県天然記念物）です。 

所在地：広島県山県郡安芸太田町大字梶ノ木 

 Q07 広島県の桜の見頃は？ 

その年の気候にもよりますが，南部では 3 月下旬から 4 月中旬ごろ北部ではそれよりや

や遅めに咲き始め５月にかかるものもあります。 

 Q08 広島県の紅葉の見頃は？ 

その年の気候にもよりますが，北部では 10 月中旬ごろ南部では 11 月上旬から中旬ごろ

に色づきます。 

 Q09 台風はいつごろ多いのですか？ 

その年の気象状況によりますので決まっているわけではありません。 

例年ですと 7・8・9 月が多いようです。 

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/toukei/doukou-index.html
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/3692
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 Q10 広島県の音は制定されていますか？ 

「広島県の音」は制定されていません。 

ただし「残したい日本の音風景 100 選」には次の 2 点が選定されています。 

・平和の鐘の音(広島市)  

・千光寺（せんこうじ）驚音楼（きょうおんろう）の鐘の音（尾道市） 

 Q11 広島県の面積は全国で何位ですか？ 

11 位です。（国土交通省国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」） 

 Q12 広島県内のスキー場の数は？ 

営業しているのは 13 か所です。（H29 年度現在） 

 Q13 広島県内のスキー場のうちファミリーで楽しめる所は？ 

広島県内のスキー場では第 1・第 3 土曜日を「子どもデー」として，リフト券の割引や

ファミリー向けの楽しいイベントが計画されています。 

 Q14 広島県内で水がきれいな海水浴場は？ 

・県民の浜海水浴場／呉市（日本の渚 100 選，日本の水浴場 88 選，日本の快水浴場 100 選） 

電話:0823-66-1177 

  ・梶ヶ浜海水浴場／呉市（とびしま海道） 

電話:0823-65-2311（呉市下蒲刈市民センター） 

・瀬戸田サンセットビーチ／尾道市（日本の水浴場 88 選） 

電話:0845-27-1100 

  ・シーパーク大浜／福山市 

電話:084-986-3011 

  ・ベイサイドビーチ坂／坂町 

電話:082-251-7997 

 Q15 『広島の清酒』の製成量は？ 

平成 28 年度調査：約 9,266kl（全国シェア 2.2%） 

（国税庁「清酒製造業の概況」） 

 Q16 『広島かき』について教えてください。 

【特徴】コクがあり濃厚な味わいでプリッとした歯ごたえがあり火を通すと甘みとジュ

ーシーさが増します。また，殻の割には大きくプリッとした身でヒダが黒いのが特徴

です。 

【一番の旬】1 月～2 月 

【かきの養殖方法】中四国農政局「ひろしま海のかき物語」(外部リンク)をご覧くだ 

さい。 

 Q17 『広島レモン』の収穫時期について教えてください。 

全国一の生産量を誇る尾道市瀬戸田町では 9 月末～12 月はグリーンレモン，1 月～3 月

は黄色く色づいたレモンが収穫できます。 

 Q18 広島県内の観光アシスタントを教えてください。 

・ひろしま、宝しまレディ（広島県） 

https://www.hiroshima-kankou.com/spot/3914
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/5287
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/3783
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/8381
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/5334
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/18396
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/3993
https://www.hiroshima-kankou.com/gourmet/kaki/top
http://www.hs-gyoren.jp/pdf/h-kaki.pdf
https://www.hiroshima-kankou.com/gourmet/ichioshi/top
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・広島観光親善大使 

・たけはらかぐや姫 

・ミス尾道 

・ローズ福山（女性） 

・観光アシスタント福山（男性） 

・安芸府中つばき娘 

・宮島観光親善大使 

・はつかいち観光親善大使 

・くれマリンクイーン 

・江田島さくらプリンセス 

・ふで娘（熊野町） 

・きんさいエイド三次 

・フラワークィーン（ひろしまフラワーフェスティバル） 

・カープホームランガール 

・三原ミスやっさ 

等があります。 

 Q19 広島県内の動物園や水族館，アミューズメントパークの数と名前は？ 

・動物園 

「広島市安佐動物公園」 

広島市安佐北区安佐町大字動物園   電話:082-838-1111 

「福山市立動物園」 

福山市芦田町福田 276 番地 1        電話:084-958-3200 

・水族館 

「宮島水族館」 

廿日市市宮島町 10-3          電話:0829-44-2010 

「マリホ水族館」（2017 年 6 月 24 日オープン） 

 広島市西区観音新町 4-14-35        電話:082-208-2468 

・アミューズメントパーク 

「福山メモリアルパーク」 

福山市東深津町 3-15-1            電話:084-926-5518 

「みろくの里」 

福山市藤江町 638−１        電話:084-988-0001 

「ちゅーピーパーク」(外部リンク) 

廿日市市大野 387-3                電話:0829-50-2866 

 Q20 広島県内で「ばら」が咲く施設は？ 

・広島市植物公園         電話:082-922-3600 

・湧永満之記念庭園        電話:0826-45-5021（総合案内）  

・ばら公園                 電話:084-928-1095（福山市公園緑地課） 

https://www.hiroshima-kankou.com/spot/12128
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/5435
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/5247
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/18622
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/5462
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/8892
http://www.chugoku-np.co.jp/prf/cpark/
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/12196
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/3653
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/5423
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・緑町公園                 電話:084-928-1095（福山市公園緑地課） 

・広島県緑化センター            電話:082-899-2811 

・そらの花畑 世羅高原 花の森  電話:0847-29-0122  

 Q21 広島県内で「ミズバショウ」が咲く所は？ 

  ミズバショウは本来，兵庫県と中部以北に分布，八幡湿原には植えられていない。 

・ひろしま県民の森             電話:0824-84-2011 

・広島市植物公園              電話:082-922-3600 

・芦田川源流の水辺(外部リンク)  電話:0848-63-1481（三原観光協会） 

・みどりの広場          電話:0826-35-0888（北広島町観光協会芸北支部） 

 Q22 広島県内の幸運や金運にまつわる観光地，特産物等について教えてください。 

・幸運仏（神石高原町） “良縁”   電話:0847-84-2239 

・阿伏兎観音 （福山市）“航海安全／子授け／安産／母乳” 

     電話番号:084-987-3862  

・首無地蔵 （府中市） “頭痛腰痛” 電話:0847-43-5732 

・子育て観音（世羅町） “子授け”  電話:0847-24-0565 

・おかかえ地蔵（竹原市）“万事”   電話:0846-22-2270 

・おさすり地蔵(北広島町) “痛み”    電話:0826-72-6908（北広島町観光協会） 

 Q23 広島県の通訳案内士登録者は何人いますか？ 

通訳案内士延登録者数は次のとおりです。（平成 30 年 3 月 31 日現在） 

・英語     367 名 

・フランス語   11 名 

・スペイン語   8 名 

・ドイツ語     5 名 

・イタリア語   1 名 

・ポルトガル語   2 名 

・ロシア語     2 名 

・中国語     38 名 

・韓国語     13 名 

 Q24 広島県内で重要伝統的建築物群保存地区に選定されている地区と，選定を目指してい

る地区は？ 

現在選定されているのは 3 ヶ所で「竹原地区」と「御手洗（みたらい）地区」「鞆地区」

です。 

条例の制定のために調査を行っているのは「宮島地区」です。府中市上下町の白壁のま

ちなみは平成 30 年に調査予定。 

・広島県教育委員会文化財課    電話:082-513-5021 

 Q25 広島県内の国宝の建造物を教えてください。 

・嚴島神社（廿日市市宮島町）   電話:0829-44-2020 

・不動院金堂（広島市東区）    電話:082-221-6923 

・浄土寺本堂／多宝塔（尾道市）  電話:0848-37-2361 

・明王院本堂／五重塔（福山市）  電話:084-951-1732 

https://www.hiroshima-kankou.com/spot/5419
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/3870
http://sera.ne.jp/hm/
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/4229
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/12196
http://www.mihara-kankou.com/sightseeing/947
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/4250
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/5401
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/5367
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/4339
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/5249
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/7254
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/5308
https://www.hiroshima-kankou.com/spot/5394
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・向上寺三重塔（尾道市）     電話:08452-7-3377 

https://www.hiroshima-kankou.com/spot/5336

