
 
 

１ マーケティング                                

 ～顧客の志向を知るためのマーケティング事業 
 

  (1)目的 

  ○マーケティングがベースとなる観光施策 

カスタマーのニーズに基づいて、データによる効果検証を行いながら観光施
策を実施するため、マーケティングの戦略的活用を促進する。 

 ○県域での自発的マーケティングの仕組みづくり 

市町等パートナーのデータ活用やマーケティングに基づく施策実施を支援
することで、マーケティングレベルの向上を図り、県内における観光振興施策
の底上げを促す。 

 
  (2)実施内容 

 【収集】 
     ①①  観観光光統統計計（（観観光光地地ににおおけけるる顧顧客客対対面面アアンンケケーートトのの調調査査箇箇所所拡拡充充））  
    ②②  イインンババウウンンドド向向けけデデジジタタルルママーーケケテティィンンググ  
    ③③  HHPP 改改修修（（観観光光ナナビビ、、ひひろろたたびび等等のの統統合合））、、ププロロダダククトト  デデーータタベベーーススのの

構構築築  等等    
  【可視化・共有】 
  ④④  県県内内のの観観光光関関連連のの状状況況をを WWEEBB ブブララウウザザでで閲閲覧覧すするるここととががででききるるデデジジタタ

ルルママーーケケテティィンンググププララッットトフフォォーームムのの実実装装  
    ⑤⑤  顧顧客客ととのの関関係係構構築築（（CCRRMM））にに向向けけたた検検討討  
 【分析】 
  ⑥⑥  顧顧客客理理解解、、イインンササイイトト分分析析ののたためめ、、WWEEBB ロロググ分分析析ななどど、、アアドドババイイザザーーとと

のの協協同同にによよるる分分析析  
 【活用】 
  ⑦⑦  パパーートトナナーーととののママーーケケテティィンンググ勉勉強強会会のの開開催催  
    ⑧⑧  県県内内事事業業者者へへのの GGooooggllee ビビジジネネススププロロフフィィーールル((旧旧 GGooooggllee ママイイビビジジネネスス))

のの代代行行登登録録、、活活用用支支援援  
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(3)主な成果 

【収集と分析】 
○ 新たな観光統計手法の見直しへの着手や利用者の利便性向上と情報発信

力の強化を目的に、ひろしま観光ナビや Visit Hiroshima、広島市で管理す
る「ひろたび」等を統合させた新 HP「Dive! Hiroshima」を R４年３月に開
設した。 

 広島市ＨＰ 観光ナビ 
統合前 341,667 PV/月  514,760 PV/月 
統合後       599,381 PV/R4.4  

 
 ○ インバウンドに向けては、R４年度以降の渡航再開に向けたニーズ発掘や

効果的なプロモーション手法の検証を目的に、渡航再開が早いと見込まれ
る台湾・香港を対象に、ターゲットやテーマ別に複数の手法（動画広告やオ
ンラインイベント等）で情報発信を行い、ターゲット毎の傾向やニーズの把
握や“宿泊先”としての認知向上に繋げることができた。 

 
  
 

 
【活用・共有】 
 ○ 観光大使を中心とした CRM について検討し、ファン獲得と顧客エンゲ

ージメントの向上のための基礎的な仕組みを構築した。また、メルマガや観
光大使向けイベント・交流会等を通じて、R３年度末までに約 5,000 人（目
標 1 万人）の観光大使に登録してもらうことができた。 

 ○ 市町や観光事業者を対象に、収集データの活用等に向けた定例的な勉強
会を開催し、県域でのマーケティングに基づく施策の浸透に向けた端緒と
することができた。 

 
（4）Ｒ４年度に向けた主な課題 

 ○ 観光統計については、県内統一の計測手法や即効性を求めるため、従来の
アナログな手法から、アンケートの Web 調査や GPS を活用した客数の把
握など、デジタル技術を活用した手法に切り替えるなど、統計制度全体のあ
り方を見直す必要がある。 

 ○ 県域での取組の拡大向けては、観光大使制度のメリットや CRM 活用方
法等について、市町や観光関連事業者との共有や各施策との連携が不十分
であった。 

≪実績≫ 
動画視聴数：約 10 万回(R4.3.10 時点)/目標 2 万回、 

オンラインイベント参加者：171 名/目標 50 名） 
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２ ブランド価値の向上に繋がる魅力づくり                              

 ～自発的なプロダクト開発に向けた仕組みづくり 
 

  (1)目的 

     広島でしか体験できない多様な価値の提供によるリピータブルな観光地
の実現に向けて，「量」（ロングテール）と「質」（パワースポット（熱狂・元
気））を両立した観光プロダクトを開発する。 

 
  (2)実施内容 

 ①①観観光光ププロロダダククトト開開発発ププララッットトフフォォーームム形形成成事事業業  
  ○ 幅広い事業者が観光に携わり、異業種連携等による新たな観光プロダ 

クトの開発を支援する場（観光プロダクト開発プラットフォーム
HYPP/ハイプ）を創出・形成 

  ○ 事業者の新たな取り組みを②の補助金で後押しするとともに、アドバ
イザーによる企画案の段階から開発完了に至るまで伴走型支援によりプ
ロダクト の魅力向上を図る。 

 ②②観観光光ププロロダダククトト開開発発促促進進補補助助金金  
  ○ ①で創出されたアイデア等の具現化のため、事業者等にプロダクト開

発に要する補助金を交付  
 ③③高高付付加加価価値値ププロロダダククトト早早期期創創出出事事業業  
  ○ 宿泊客増加に向けた夜間の観光プロダクトの充実強化、富裕層をター

ゲットとした高品質のプロダクト開発、広島ならではの自然・平和・伝
統文化・食等の資源への新たな視点注入による質の高いプロダクトを
HIT 主導で早期に実施 

  ④④ププロロダダククトト開開発発、、流流通通・・販販売売促促進進  
  〇 広島への来訪に繋げる「人」にフォーカスしたプロダクトづくりや、

市町の観光プロダクトを素材集「旅の素」としてまとめ、旅行会社等で
の商品造成に向けた販売促進を実施 

  〇 多様性のある広島ならではの観光プロダクトの造成をめざし、企業・
行政・NPO 等県内の多様な人材を集め、広島の未来の観光を⻑期的に
自ら考え観光プロダクト開発を企画立案する市⺠協働イノベーションエ
コシステム「ひろしまをつなげる 30 人」を構築 

 

  

－ 8－



 
 

(3)主な成果 

○ 幅広い事業者が観光に携わり、異業種連携等による新たな観光プロダクト
の開発を支援するプラットフォーム（HYPP）を創出し、事業者の観光プロダ
クトの磨き上げや、参加者同士の連携により新たな観光プロダクトの開発等
につながるセミナー、ワークショップの開催、アドバイザーによる支援等を実
施した。 

  また、新しい魅力ある観光プロダクトの造成につながるアイデア等につい
ては、その具現化を促すための補助金を交付し、新たなプロダクトの開発に至
った。 

 
 
 
 
 
○ 広島県が有する歴史、文化、自然、食、アクティビティなどのテーマを設定

し、広島ならではの文化や観光資源を活用した質の高いプロダクトを開発し
た。 

 
 
 
 
 
○  広島県内の会うと元気になる人を紹介する「ひろしま元気本」を発売した。 
 
(4)R4 年度に向けた主な課題 

○ HYPP や補助金制度については、事業者や市町等に情報を十分に届けるこ
とができず参加者が伸びなかったことや、参加者ニーズの把握や分析が行き
届かず取組の活性化に向けた詳細な打ち手の検討が遅延したことから目標件
数に届かなかった。 

○ プロダクト造成後に観光大使のモニターツアーを実施し大使の意見を反映
させる仕組みはできたが、開発段階における観光大使の意見反映やマーケテ
ィングデータを活用した仮説検証が十分ではなかった。 

○ また、開発したプロダクトの流通・販売に向けた取組が不十分であった。 
 
 
 

≪実績≫（Ｒ4.3.31 時点） 
・HYPP 参加者：329 名/目標 500 件 

（観光協会、旅行会社、ホテル、土産物店などの観光関連事業者に加え、農業、
酪農業、食品加工会社、酒造メーカー、伝統工芸品製造会社等） 

・補助金申請件数：45 件、採択件数：17 件 

≪実績≫（Ｒ4.3.31 時点） 
ナイトタイムエコノミー：3 件、富裕層：34 件、平和：11 件、神楽：8 件、 
食：11 件、 E バイク：40 件、アドベンチャー・ツーリズム：17 件、 
スポーツ：12 件、農泊：3 件、人：23 件、観光素材集（新規）：40 件   

計 202 件/目標 100 件 

４ 
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令令和和３３年年度度観観光光ププロロダダククトト開開発発促促進進補補助助金金採採択択一一覧覧  

採択事業者の住所と観光プロダクトの実施場所が異なるときは、住所欄に括弧書きで実施

場所を記載 

No 採択事業者名 住所 観光プロダクトの名称／内容 
1 特定非営利活動法人 

元気むらさくぎ 
「江の川カヌー公園 
さくぎ」 
 

三次市 江の川アドベンチャー体験観光 
①江の川の大自然（日本百景）が満喫できる E バイク de ポタ

リング観光（ガイドツアー，セルフ利用型）（地上の体験） 
②江の川の急流を楽しめる出張ラフティング観光（川の体験） 
※①と②両方に旧 JR 三江線廃線後史上初となる天空の駅「宇

津井駅」から江の川にかかる最大規模の橋梁「第三江川橋梁」

を NPO 法人江の川鐡道が運営するトロッコ型車両の体験搭乗

を組み込んでいる。（空の体験） 
2 Drops 

 
安芸太田町 ネイチャーツアー×WEB 博物館 三段峡ミュージアムツアー

プロジェクト 
西日本唯一の特別名勝の渓谷「三段峡」を野外博物館ととらえ，

WEB でのオンライン博物館と，ツアーでのオフライン野外博

物館としての体験コンテンツを開発する。オンラインとオフラ

インをつなげる場として三段峡入り口の森を整備し，観光客の

受け入れと解説や休憩ができる「カフェエリア」とし，満足度

の高い自然体験を提供する。 
3 ㈱ディスカバーリン

クせとうち 
 

福山市 
〔尾道市〕 

ディープな尾道をサイクルカフェで巡る、健康と学びと出会い
ツアー 
日本で唯一公道走行している 16 人乗り自転車「サイクルカフ

ェ」により，尾道のまちを観光しながらエクササイズする。サ

イクルカフェで疲労回復に効果のある酢を用いたドリンクを

提供するとともに，酢の製造酢蔵（尾道造酢）を見学すること

で，エクササイズと学びを同時に得られる体験を提供する。 
4 瀬戸内隠れ家リゾー

ト 
 
 

尾道市 SETOUCHI BEACH SAUNA 
水着を着用してテントサウナに入り，暖まった体で冷たい海に

飛び込み，自然の中で身体を整える。テントサウナ後は，シャ

ワーを浴びて海水や汗を流すことができる。 

5 大聖院 
 

廿日市市 雲海×ライトアップ事業 
大聖院の境内に人工雲海を発生させる細霧システムとライテ

ィング機器を常設し，四季を通して人口雲海とライトアップイ

ベントを定期的に行い，安定的な集客を図る。 

6 ㈲啓仁館 
 
 

広島市 
〔尾道市〕 

尾道回廊戯曲「巡る刻（とき）」 
パワースポットの集積地である尾道の古代歴史の謎を解く『寺

社×演劇×アート×まちあるき』のミステリーツアー。申し込

み後に届く巻物を事前に受け取るところからストーリーは始

まり，当日，ガイド役となる俳優たちの即興演劇による手法で

徐々に惹き込まれながら尾道に数多く集積する寺社や商店街

を巡り歩く，参加者を当事者に仕立て上げる新しい観光。 

（（参参考考））  
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No 採択事業者名 住所 観光プロダクトの名称／内容 

7 ㈱ITADAKI 
 
 
 
 

広島市 
〔広島市〕 
〔廿日市市〕

〔尾道市〕 

広島まなびロゲイニング 
専用 GPS アプリを使い，チェックポイントに到着するとスマホ

が振動してポイントを獲得。スポーツとしてのロゲイニングを

楽しみながら，街を知ることができる。ターゲットを学生に設

定し，旅行会社へ教育旅行向け商材として販売する。 

8 ㈱芸北 
 
 

北広島町 天然プラネタリウムツアー付グランピング&キャンプ 
日中はスキー場のゲレンデをバギーで疾走して楽しみ，夜には

「流れ星を探しに行く標高 1,000ｍの天然プラネタリウムツア

ー」を体験する。非日常の世界を写真に残し，最高の思い出を

つくる。 

9 ㈱ひろしま 
港湾管理センター 
 
 

広島市 海の駅・川の駅 広島プロジェクト 
広島駅前の川の駅とマリーナの海の駅やホテル，無人島をボー

トで水上移動する，マリンアクティビティと宿泊を組み合わせ

たプラン。 

10 ㈱広島マツダ 
 
 

広島市 WALL ART PROJECT“2045 NINE HOPES” 
おりづるタワーのらせん状斜路の９層の壁面に 2045 年（戦後

100 年）をテーマとしたウォールアートを制作。アートとして

の面白さやメッセージ性を持たせた新しいコンテンツとして

集客を図る。 

11 ㈱kaeru 
 
 

廿日市市 
〔広島市〕 
〔廿日市市〕 

旅行に行ったら太って帰ってしまう,,,を覆す「やせ旅」 
旅行に EMS トレーニング（電気刺激による筋肉トレーニング）

と SUP などのアクティビティを組み込むことで，集中的に楽し

く健康的な体作りをすることができる。 

12 シンセイアート㈱ 
 
 

庄原市 庄原イザナミアドベンチャー 
オンラインとオフラインを融合したアドベンチャーツアー。 

帝釈峡遊覧船や比婆山熊野神社などのスポットに設置する QR

コードを読み取り，映像コンテンツを視聴することで詳しい情

報を得て，次に向かう場所を選択する。自ら選択した答えによ

って結末やストーリーが変化するオリジナル旅を提供。 

13 ㈱クレシア 
 
 

東広島市 元全日本チャンピオンの指導付き！BMX 競技体験プロダクト 
2020 年からオリンピック種目となった BMX（バイシクルモトク

ロス）の専用コースでレースを存分に楽しめる体験プロダクト

（初心者から上級者まで幅広く対応，３コース設置）。 

14 因島商工会議所 
 
 

尾道市 日本唯一の自転車神社参拝と「しまなみ海道グラベルの聖地
等」を巡るサイクリングツアー 
地域のサイクルツーリズム資源である自然景観や日本唯一の

自転車神社等を活用し，しまなみ海道初となるグラベル（未舗

装）コースを設置し，しまなみ海道の魅力向上，滞在型観光の

推進を図る。 
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No 採択事業者名 住所 観光プロダクトの名称／内容 

15 (一社)オーウェル 
 
 

広島市 
〔広島市〕 
〔廿日市市〕 

もっと，自由な旅を〜Universal Trip〜 
障がいのある人に事前・事後のオンライン面談で同行スタッフ

がサポートしながら，２つの世界遺産観光やシーカヤック体験

等を安全に楽しめる旅を提供。 

16 (一社)地域イノベー 
ション財団 
 

尾道市 
〔福山市〕 

世界的なデニム産地でものづくりを学ぶ旅 
日本唯一のデニムスクール（運営：繊維産地継承プロジェクト

委員会（HITOTOITO））と提携し，世界的なデニム産地である福

山の産業工程の見学と本格的なデニムづくりを体験できる。 

17 インクロッチェ㈱ 
 
 

福山市 広島人も知らない海上散歩と福山の地産地消エクスペリエン
ス 
シーカヤック（鞆の浦）や魚捌き体験，薪割り体験に，事業者

との交流を加えて，事業者＝人へのファン化を図り，旅行者と

事業者が SNS で繋がり，地域のリピート客となることを目指す。  
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３ 誰もが快適かつ安心して楽しめる受入環境整備                              

 ～当たり前品質確保に向けた仕組みづくり 
 

  (1)目的 

  ・高齢者や外国人を含めた全ての観光客がストレスなく，便利に安心して観
光が楽しめる環境を整備する。 

  ・観光関連事業者が自ら率先して，積極的に観光客の期待値を知り，その期
待値を上回るより一層の「おもてなし」の心で観光客に接することができる
よう，観光事業者が自立して取り組める仕組みを構築する。 

 
  (2)実施内容 

 ①①心心地地よよいい受受入入環環境境のの整整備備  
 ○ 誰もがストレスなく安全安心に周遊観光を楽しんでもらえるよう、デジ

タル技術等も活用した観光施設等の受入環境を整備 
（令和２年度繰越予算 1,062,493 千円） 

 ○ 駐車までの所要時間の最短化を目指した、円滑な駐車誘導システム構築
に向けた実証実験の実施 

 ○ 観光に対する「安全安心」を確保し、観光客の満足度を高めるため、新型
コロナの影響により厳しい経営環境にある宿泊事業者が実施する感染防止
対策や新たな観光需要に対応する前向き投資に関する受入環境を整備 
（令和３年県６月補正） 

 
 ②②受受入入環環境境のの質質のの向向上上にに向向けけたた取取組組  
 ○ おもてなしの質向上に向けた、観光事業者の自発的取組への支援として、

カスタマーニーズに基づくおもてなしランキング制度の創設   
 ○ 広島に関する深い知識を持ち、質の高いガイドを有償で行うことができ

る地域通訳案内士を育成 
  
③③おおももててななしし研研修修等等  

    ・インバウンド対策セミナー等の開催 
  ・おもてなし宣言         
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(3)主な成果 

①①受受入入環環境境整整備備  
デジタル技術等を活用した観光地スマート化推進事業や宿泊事業者向け感染

拡大防止策等支援事業を活用し、新型コロナによる新たな観光客ニーズを踏ま
えた受入環境への支援を行い、536 事業者（目標 1,130 事業者）の受入環境が向
上した。 
  
②②受受入入のの質質向向上上  
○ 外国人観光客に満足度の高い旅を楽しんでもらうため、質の高い通訳ガイ

ドを行える人材である「広島県地域通訳案内士育成研修」の実施により、70 名
の新たなガイドが誕生した。 

○ カスタマー評価を踏まえたおもてなしの質の向上に向けた観光事業者の自
発的取組への支援として、Google ビジネスプロフィール（旧 Google マイビ
ジネス）を活用し、口コミ評価等を活用した仕組み作りに着手した。 

○ 受入機運醸成に向けた取組の一環として、大使である小学生を対象にした
空港教室等を開催し、次代を担う若者に観光への興味関心や学ぶ機会を創出
した。（実績：102 名参加/目標 100 名） 

  
③③おおももててななしし研研修修等等  
○ ボランティアガイドの方を対象に、県内を訪れる観光客をおもてなしのこ

ころで迎えるとともに、ガイド能力の資質向上を図るため、航空会社客室乗務
員を講師に招き、おもてなし講座を実施した。（参加者 75 名） 

 
(4)R4 年度に向けた主な課題 

○ マーケティングデータに基づいた環境整備がまだ十分できておらず、カス
タマーが求める受入環境の基礎（観光客の不満・クレーム等の解消）となる
「当たり前品質」の把握ができていない。 

○ カスタマー評価に基づく観光事業者の自発的な環境整備につながるようフ
ォローアップ支援が必要である。 

○ 県⺠の観光客に対する「おもてなし」の心や受入機運の醸成に向けた取組の
検討が遅れている。 
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４ 広島ファンの増加                              

 ～リピーター獲得のためのエンゲージメント向上 
 

  (1)目的 

     プロダクト情報や安全・安心情報といった広島の観光情報を，ターゲティ
ングをした上で的確に届けることにより早期の観光客数回復を図るととも
に，ファンや仲間による自主的な情報発信の強化により，カスタマーのエン
ゲージメントを高めリピーターを獲得する。 

 
  (2)実施内容 

  ①①直直接接的的誘誘客客促促進進  
 【国内】 

  ・プロモーション全体像を踏まえた専門家による企画立案 

  ・新たに開発や再編集されたプロダクトを、ターゲットに対して，特設サ
イト「＃新しい非日常」や専門誌等で発信 

  ・デジタルマーケティングに基づく、WEB・SNS 等を活用した情報発信 

     ・せとうち広島 DC アフターキャンペーンの開催 

  ・県内及び近隣県からの周遊促進を促すための旅行・宿泊割引制度「やっ
ぱ広島じゃ割」の実施 

  ・「ひろしま、宝しまレディ」の派遣等による観光 PR 
 【国際】 

  ・東京都や関係団体等と連携したプロモーションの実施 

  ・オリパラ後の誘客に繋げるため、メディアや SNS 等を活用した最適な
タイミングでの情報発信 

 ②②フファァンン・・仲仲間間をを増増ややすす（（共共感感））  
 【ファン拡大】 

  ・県内企業とのコラボによる新たな広島みやげの開発や SNS 等での発信な
ど、世の中のトレンドを踏まえた共感を得る取組の実施や着手 

  ・インスタグラムでのフォトコンテストなど、カスタマーによるシェア促
進の仕掛け 

 【仲間拡大】 

  ・HIT ひろしま観光大使の拡大や活動の活性化を目的に、各種イベント(航
空教室、交流会等)や新規登録キャンペーンを実施  

  ・HIT の取組を知ってもらい仲間になってもらうため「HIT ミーティン
グ」を開催（２回） 
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(3)主な成果 

①①直直接接的的誘誘客客促促進進  
○ 観光客ニーズやコロナ感染状況に応じて、新たに開発されたプロダクトや

安全安心情報などをオウンドメディアやマスメディア、広告等を活用して情
報発信を行うことにより、一定の認知度向上につなげた。 

 
  
○ JR ⻄日本、市町等を連携したアフターDC による各種企画の実施により、

近隣県や県内周遊に繋げることができた。 
 
 
 
○ コロナで落ち込んだ観光ニーズの早期回復と観光関連事業者の支援を目的

に、観光誘客促進事業「やっぱ広島じゃ割」を実施し、約 25 万人に利用して
いただいた。 

 
○ 県内外に向けた観光 PR のため、「ひろしま、宝しまレディ」を３名任命し、

SNS 等での観光情報発信を行った。 
 
○ インバウンドに向けては、レップを通じたメディア露出強化、SNS や海外

OTA 等での情報発信を実施し、観光地広島の一定の認知度向上に繋げた。 
 
 
 
②②フファァンン・・仲仲間間をを増増ややすす（（共共感感））  
○ （再掲）メルマガや観光大使向けイベント・交流会等を通じて、R３年度末

までに約 5,000 人（目標 1 万人）の観光大使に登録してもらうことができた。 
○ SNS 投稿キャンペーンを通じて、カスタマーが自ら情報発信することを促

進した。   
 
 
○ HIT の取組や方針に理解を得、賛同者になってもらうための HIT ミーティ

ングを２回開催し、延べ 1,500 名以上の参加者を得た。 
 
 
 

≪実績≫ 
オウンドメディア PV 数：588 万(R3.4-R4.2)/年間目標 801 万 

≪実績≫ 
「広島 10 円きっぷ」ツイート数：2,343 件など、詳細は別途報告書 

≪実績≫ 
オウンドメディア UU 数：135 千人(R3.4-R4.2)/年間目標 220 千人 

≪実績≫ 
インスタグラム・フォトコンテンスト応募総数：2,866 件 
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