
HIT ミーティングにご参加いただきご質問やご意見をいただきました皆様、本当にありがとうござい

ました！いただいたご質問・ご意見について、次のとおり、ご回答いたしますので、ご参考にしてい

ただければ幸いです。 

今後も、HIT の取組へのご意見やアドバイスなどいただけましたらとても嬉しいです。 

 

 

【第２回 HIT ミーティング Q＆A】 

Q1：ドローンを活用するアイデアで活動しています。自社の取り組みを宣伝して貰えますか？ 

ありがとうございます。ドローンを活用した取組にとてもワクワクします。内容にもよりますが、

御社の取組を HIT の SNS 等を通じて発信することはできますので、まずは御社の取組について具体的

にお伺いさせてください。一緒に広島の観光を盛り上げて行きましょう！ 

（連絡先：マーケット開発グループ） 

 

Q2：Goto キャンペーンやじゃ割で感じた事ですが、県民による県内交流促進だけでも自治体レベル、

事業者レベル、生活者レベルで見ると経済効果や幸福実感はかなりありました。マイクロツーリズム

を見直して充実させていく取組も重要だと考えます。 

ありがとうございます。ご意見に賛同します。マイクロツーリズムは、地域内での人流や消費活動

の促進に繋がり、地元や身近な場所の新たな魅力の再認識・再発見にもなることから、改めてその意

義が再評価されていますね。 

今後も、これまで国で実施された GoTo トラベルや広島じゃ割の効果、県内自治体・事業者・県民・

観光客の意見等も踏まえ、マイクロツーリズムの充実に向けた取組を進めて参ります。引き続き、ご

意見やご感想をお待ちしております。 

 

Q3：情報発信をする時、どんな些細なものでも” HIT ひろしま観光大使 ”をタグ付けしても良いでし

ょうか？ 

もちろんです。ご自身では些細、または当たり前だと感じるものでも、他の人にとっては魅力的な

モノや景色かもしれません。ぜひ積極的にタグ付けをして発信をお願いします。また、今まで、観光

大使の皆さんが投稿してくれている写真も是非参考にしてみてください！ 

 

Q4：広島を SDGs を絡めて盛り上げて行きたいのですが、どうしたら良いでしょうか。 

「観光」には観光産業の発展による経済成⻑だけではなく、人々の生活の質の向上、文化遺産や環

境の保全等にも繋げていく視点も必要ですね。 

一方で、SDGs は 17 の目標と 169 のターゲットを掲げ相当広い範囲をカバーしており、このような

地球規模の課題に対して HIT だけで取組むことは到底困難です。また、私たちも SDGs の専門家では

ないので、様々なステークホルダーや関係機関等とのパートナーシップによってこれを解決していく

道を模索してるところです。ただ、何より SDGs にご関心を持たれている方のご意見が最も貴重です

ので、まずは SDGs と観光をテーマにみなさんと意見交換をする場を検討してみたいと思います。そ

の際は、改めてご案内いたしますので、楽しみにお待ちください！ 

 



Q5：HYPP には既存の観光地は参加できないのでしょうか？ 

HYPP は「観光」をテーマに様々な業種の人が集まり，学び，繋がることで，各事業者の強みを活 

かした協働事業への発展や，クリエイティブなアイデアの創出を促し魅力的な観光プロダクトを数多

く生み出すことが目的で、その参加資格は「広島を観光で盛り上げたい人や事業者」であればどなた

でも大歓迎です。もちろん、広島以外の観光地の関係者でも構いません。 

既存の観光地であっても HIT や広島の観光事業者等と関わり連携し合うことで、それぞれが WinWin

の関係になれれば最高です。ぜひ HYPP にご参加ください。お待ちしております！ 

【HYPP お申し込みはこちらから⇒ https://hypp.jp/】 

 

Q6：大使として活発に活動されている方の事例を知りたいです。 

ありがとうございます。大変嬉しいことに、多くの方から同じようなご要望をいただいておりま 

す。現在、大使の取組や活動をご紹介する専用サイトを立ち上げ、内容の充実に務めています。 

また、今後は、大使同士の交流を深めるリアル＆オンライン交流会の開催も企画中ですので、ご参 

加いただきますと、観光大使同士で活動事例などの情報交換もできます。交流会のご案内は改めて HIT

ひろしま観光大使のメルマガ等でご案内予定ですので、楽しみにお待ちください！ 

【HIT ひろしま観光大使への登録がまだの方はこちらから 

→https://www.hiroshima-kankou.com/hitkankoutaishi/】 

 

Q7: ワーケーションについての取組みについて知りたいです。 

リゾート地などに滞在しながら働くワーケーションは、都心集中型からの分散や閑散期の観光業に

とって意味のある取組ですね。現在 HIT では、ワーケーションそのものの推進というより、宿泊事業

者が実施する新たな観光需要に対応していくための前向きな投資に対する経費補助という形で側面支

援を行っております。具体的には、宿泊事業者がワーケーションに対応にするための無線 LAN 整備や

テーブルなどの什器類の購入などに対する経費支援です。（なお、補助金の申請受付は令和 3 年 12 且

28 日をもって終了しました。） 

今後は、観光客ニーズやこれらの施設の意見等も踏まえながら、更なる取組の展開について検討し

ていきたいと考えています。 

 

Q8：事業者として HIT と連携したい場合、どのように進めればいいでしょうか。 

ありがとうございます！HIT では様々な分野で事業者様との連携方法をご提案しております。例え

ば、プロダクト開発の分野では HYPP（https://hypp.jp/）で様々な側面支援をしておりますし、自社の

体験プロダクトの拡販に挑戦してみたいということであれば、HIT の体験予約サイト「Deep Experience 

Hiroshima」への掲載に関するご相談も受け付けております。 

また、集客面で課題があれば、「Google マイビジネス」の活用や HIT ひろしま観光大使による自社プ

ロダクトの自発的な発信などの展開もご検討いただけます。 

こんな連携がしたい！など具体的な連携方法のイメージがありましたら、遠慮なく HIT（マーケッ

ト開発グループ）までご相談ください。一緒の広島の観光を盛り上げていきましょう！ 

【体験予約サイト⇒https://www.deep-exp.com/ja/hiroshima】 

【Google マイビジネス⇒https://share.hsforms.com/1M6yWAYwDQaG5RvSsaHtgRwcf630】 

https://hypp.jp/
https://www.hiroshima-kankou.com/hitkankoutaishi/
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https://www.deep-exp.com/ja/hiroshima
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Q９：インバウンドで今後取り組むことがあれば教えてください。 

コロナ感染の終息時期が見通せない中、現状では外国人観光客の直接的な誘客はとても難しく、私

たちもとても悩んでいるところです。 

HIT では、インバウンド回復期に向けた基盤づくりとして、外国人向けのプロダクト開発（R2 年度

は新規 13 ブラッシュアップ 12、R3 年度は開発中）や観光施設等の多言語化などの受入環境整備、通

訳ガイドの育成等を継続して進めておりますし、プロモーション面では広島国際空港から直行便があ

り訪日リピート率が高く早期来訪回復が見込まれる東アジア市場（香港・台湾・中国・韓国）を主なタ

ーゲットとしてデジタルマーケティング等の手法を活用した情報発信、現地代理人を通じたメディア

や旅行会社への情報提供・情報収集等を行っています。 

なお、今月末（Ｒ４.1 月末）には、R2 年度に実施したデジタルマーケティングでニーズの高かった

複数のプロダクトを紹介するオンラインツアーを開催したり、特集記事の掲載やインスタグラマーに

よる情報発信を実施するなどして、R４年度以降の渡航再開に向けた更なるニーズ発掘や効果的なプロ

モーション手法を検証することにしています。 

 

Q10: 広島在住外の大使が参加できるイベントが欲しい。 

 ありがとうございます！現在、広島県外の方を中心にご参加いただけるオンラインイベントを企画

中です。企画が出来上がりましたら改めてメルマガ等でご案内いたしますので、楽しみにお待ちくだ

さい！ 

 

Q11: 広島は日帰りで訪問するケースが多いようですが、ナイトライフでは現在どのようなものがあり

ますか？また、泊まりたいと思ってもらえるものやイベントはどのようなものが考えられるでしょう

か？ 

 観光客の皆様にできるだけ⻑く滞在し宿泊してもらうため取組を進めています。例えば、夜貸し切

りの美術館で、展示する名画の画家に扮した役者たちによるその作品のガイドを聞き、その場への「没

入 感 」 を 体 感 で き る 新 し い ア ー ト 体 験 「 ひ ろ し ま ナ イ ト ミ ュ ー ジ ア ム 」

（https://www.xperisus.com/hiroshimanightmuseumvol1-lp）の開発や、約 400 年前から広島の城下町を

守ってきた深い歴史を持ち自然を守る鎮守の森「二葉山」を登り絶景を見ながら朝ごはんを楽しむこ

とのできる早朝ツアー（https://attractive-j.rezdy.com/439949/asageshiki）などのプロダクト開発支援を

行って参りました。 

一方で、広島の夜や早朝を楽しんでもらえるプロダクトや体験コンテンツの数はまだまだ十分では

ありません。これからも、広島でしか体験できない広島ならではのプロダクト開発を推し進めいきま

す。 

 

Q12: 広島の宿泊業現状につき教えてほしいです。（具体的なデータがあればベストです） 

 HIT では、皆様のマーケティングの支援として、DMP（デジタルマーケティングプラットフォーム）

として様々なオープンデータを集計し、グラフ化して表示しています。宿泊客数の状況についてはこ

ちらをご覧ください。 

●他都道府県との比較 

 https://public.tableau.com/app/profile/.30781330/viz/__16212431775200/sheet1 

https://www.xperisus.com/hiroshimanightmuseumvol1-lp
https://attractive-j.rezdy.com/439949/asageshiki
https://public.tableau.com/app/profile/.30781330/viz/__16212431775200/sheet1


●広島県内の市町比較 

 https://public.tableau.com/app/profile/.30781330/viz/_16212499963070/sheet2 

他にも、こんなデータが欲しい、こういったグラフがあるといい、といったご意見がこざいました

ら遠慮なく HIT（マーケット開発グループ）までご連絡ください。 

 

Q13: 聖地巡礼で呉市は広島市から車で 30 分弱、リピーター獲得になりませんか。 

 もちろん呉市の聖地巡礼も大いにリピーター獲得に繋がります！多くのファンや観光客が集まる聖

地巡礼は、映画の舞台やそのロケ地を何度も巡り訪れるリピーターの獲得に繋がりますし、それ自体

がその域内外の新たな観光資源の発見や体験にも繋がります。地域の方々との交流などもあればその

人に会うために何度もその地を訪れる動機にもなるかもしれません。また、その地域を訪れたファン

が新たなファンを呼ぶ好循環にも繋がるかもしれませんね。リピーターの獲得に向けたアイデアなど

ありましたらまたお寄せください！ 

 

Q14: 当事者から観光を仕事にすることまで発展させた民間人をどう応援していただけますか？ 

ありがとうございます！HIT では様々な分野で事業者様との連携方法をご提案しております。例え

ば、プロダクト開発の分野では HYPP（https://hypp.jp/）で様々な側面支援をしておりますし、自社の

体験プロダクトの拡販に挑戦してみたいということであれば、HIT の体験予約サイト「Deep Experience 

Hiroshima」への掲載に関するご相談も受け付けております。 

【体験予約サイト⇒https://www.deep-exp.com/ja/hiroshima】 

また、集客面で課題があれば、「Google マイビジネス」の活用や HIT ひろしま観光大使による自社プロ

ダクトの自発的な発信などの展開もご検討いただけます。 

【Google マイビジネス⇒https://share.hsforms.com/1M6yWAYwDQaG5RvSsaHtgRwcf630 

こんな連携がしたい！など具体的な連携方法のイメージがありましたら、遠慮なく HIT（マーケット

開発グループ）までご相談ください。一緒の広島の観光を盛り上げていきましょう！ 

 

Q15: 若い人による活動はとてもいいことだと思います。一方で時間に余裕があり、経験や知識や人脈

が豊富な年配者を有効活用する取り組みは考えられていないのでしょうか。 

ありがとうございます。今後も、観光の担い手の中心となる若い世代の価値観や考え方にしっかり

と耳を傾け、彼らと連携し活動を支援していきたいと思います。これと同様に、現役世代である年配

の方々にもその経験や知見等を活用して、様々な分野でご活躍いただきたいです。例えば「HIT ひろし

ま観光大使」としてモニターツアーや交流会でそのご経験や人脈をご紹介いただいたり、広島の魅力

を同世代に向けて発信するなど、ご活躍いただける場面が様々ございます。 

また、海外勤務経験者など多言語対応ができる年配者の方々には、「広島県地域通訳案内士」にご登

録いただき、通訳ガイドとしてインバウンド回復期に向けてご活躍いただいたり、地域のボランティ

アガイド団体に参加され、訪れる観光客に対し、観光ガイドとしてもご活躍いただいています。 

（なお、令和３年度の「広島県地域通訳案内士」の募集は終了しました。令和４年度の実施について

は改めてご案内します。） 

ここではごく一部の取組しかご紹介できませんので、ぜひ HIT までご相談いただき、一緒に考えて

いきたいです。 

https://public.tableau.com/app/profile/.30781330/viz/_16212499963070/sheet2
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Q16：県内でのラジオ PR。県内でのセミナー。県内でのモニターツアー。また大使による県内消費を

促すなど全て内向きな施策と感じました。 

貴重なご意見ありがとうございます。確かに、コロナ禍もあって県内向けの取組を中心としたご紹

介になったかもしれません。 

今回はあまりご紹介できませんでしたが、外向きな施策としては、令和元年～３年の秋に実施した

「せとうち広島デスティネーションキャンペーン」やターゲットに応じた TV や雑誌等の全国メディ

アを活用した情報発信なども実施していますし、インバウンドでは早期来訪回復が見込まれる東アジ

ア市場（香港・台湾・中国・韓国）を主なターゲットとしてデジタルマーケティング等の手法を活用し

た情報発信や現地代理人を通じたメディアや旅行会社への情報提供・情報収集等を行っております。 

また、HIT では、観光が広島の経済成⻑を支える産業の一つになるために、中⻑期的な視点で市町や

観光事業者等が自立的・継続的に観光施策を行うための仕組みづくりを進めております。 

具体的には、①質と量を備えたプロダクト開発の支援と持続可能なプロダクト開発の仕組みづくり、

②観光客に「心地よさ」を提供する受入観光整備に向けた市町や観光事業者等の自主的な取組に繋が

る仕組みづくり、③広島への愛着を持ったファンや観光客等の拡大と自主的な情報発信の強化、これ

らの取り組みを通じて、観光客がリピートする観光地を目指します。このような構造改革によって、

将来的には県や HIT からの補助金やプロモーション等に依存せずともビジネスとして観光産業が成立

する状況を理想としています。 

このような取組を通じて、アフターコロナ・ウィズコロナ時代の広島の観光産業がサステナブルに

なれるよう挑戦していきます。ご支援をお願いします！ 

 

Q17: 『ひろしま 30』というコミュニティは、どういう経緯で立ち上がったのでしょうか？教えていた

だけますと幸いです。 

広島の「つなげる 30 人」は、東京渋谷区で地域の社会課題の解決を民間・NPO・行政等の多様な主

体が連携して取組む「つなげる 30 人」のプロジェクトを知ったことをきっかけに、広島でも「自立し

た観光」を推進していくキーパーソンや当事者を増やす取組として導入を検討し、Ｒ３年度からスタ

ートしました。 

現在、各人の様々課題に対する当事者としての想いと行政、NPO、企業などの各組織のリソースを

最大限に生かし、広島の未来の観光を⻑期的に自ら考え、解決に向けた方策を検討し、実行していく

プラットフォームとして、様々な企画を練り上げています。なお、検討状況については、「つなげる 30

人」のＨＰに随時掲載しておりますので、ぜひご覧ください。（https://30fan.jp/category/hiroshima/） 

なお、今年度中に１年間の成果発表を予定しておりますので、また日時等が決まりましたらご案内

いたします。 

 

Q18: コロナで少なくなっている観光客を増やす県外向けの施策があれば教えていただければと思い

ます。 

 昨年秋には、コロナの感染状況を踏まえながら、せとうち広島デスティネーションキャンペーンア

フターキャンペーンを開催（Ｒ３.10～12）しました。 

また、コロナ終息後の観光目的地として広島が選ばれるよう、ブラッシュアップや新たに開発され

たプロダクト情報を、ターゲットに応じて、WEB やオウンドメディアで発信したり、首都圏のＰＲ会

https://30fan.jp/category/hiroshima/


社を活用し、TV や雑誌等の全国メディアでの発信を行っています。さらに、自ら情報を発信したり，

リピータ―になってもらうため，コロナ禍における観光客の感情を踏まえながら、観光客の共感醸成

につながり、エンゲージメントを高める取組を継続実施してくこととしています。  

また、新型コロナの影響により落ち込んだ県内の観光需要の回復を図るため、広島県内の旅をお得

に楽しんでいただく、「やっぱ広島じゃ割」を 10 月 15 日から広島県民を対象に開始し、コロナの感染

状況が落ち着いたことから、12 月 15 日から鳥取県と島根県にお住まいの方、12 月中旬から岡山県と

山口県と愛媛県にお住まいの方にも対象を拡大し、隣県からの誘客を図ってきたところです。 

なお、１且以降の新型コロナ感染症の急拡大を受け、1 月 21 日以降「やっぱ広島じゃ割」の利用を

停止しておりますが、引き続き、コロナの感染状況を踏まえながら、今後の対応を検討してまいりま

す。 

 

Q19: 私ニューヨーク在住なのですが、観光大使が配布できるような資料を提供いただくことは可能で

しょうか？ 

ありがとうございます。まず、オンラインでの情報としては、外国人観光客に向けの広島の観光を

ご紹介する多言語情報サイト「Visit  Hiroshima」（https://visithiroshima.net/）をご活用ください。６言

語（英語・韓国語・フランス語・簡体字・繁体字・タイ語）に対応しています。また「HIT ひろしま観

光大使」の登録ページの英語版（https://www.hiroshima-kankou.com/hitkankoutaishi/en/）もあります

ので、外国人のご友人や関係者の方々に広くご案内いただけると嬉しいです。 

また、パンフレットなどの配布物が必要な場合は、HIT マーケット開発グループまでご連絡くださ

い。ご対応できる範囲にはなりますが、必要な情報や言語に応じた資料を送付させていただきます。 

なお、もっとこんな情報が欲しいとか海外のトレンドなどご意見やご提案などありましたらぜひご

一報ください。できるだけご対応させていただきます。 

 

Q20: ツアーガイドです。広島市内・宮島観光で、雨の日におすすめのスポットを教えてください。雨

が降ると困ることが多いです。よろしくお願いいたします。 

 ご質問ありがとうございます。雨の日のガイドにお困りとのことですが、広島や宮島ならで体験を

屋内で楽しむことができる、次の場所はいかがでしょうか。 

【広島市内観光】 

・広島のお好み焼き体験ができる「OKOSTA」 

⇒https://www.otafuku.co.jp/laboratory/event/okosta.html 

・VR ゴーグルを使って被爆前の街並みや被爆者証言などが体験できる「ピースパークオンラインガイ

ド」⇒https://hiroshima-resthouse.jp/tour/peacetour 

・城下町広島で様々な和文化（和紙手帖づくり体験，水引作り体験など）を体験できる「和を遊び学

ぶ広島旅」⇒https://www.kimonoasobi.info/hiroshimastroll 

・ 弓 道 体 験 道 場 「 射 楽  SHA-RAKU 」 ⇒ https://peraichi.com/landing_pages/view/hiroshima-kyudo-

sharaku/ 

【宮島観光】 

・徳寿寺というお寺で、茶道・着付け・写経などの日本文化体験ができる「Okeiko Japan」 

⇒https://okeiko-japan.com/ja 

https://visithiroshima.net/
https://www.hiroshima-kankou.com/hitkankoutaishi/en/
https://www.otafuku.co.jp/laboratory/event/okosta.html
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https://peraichi.com/landing_pages/view/hiroshima-kyudo-sharaku/
https://peraichi.com/landing_pages/view/hiroshima-kyudo-sharaku/
https://okeiko-japan.com/ja


・宮島彫り体験や伝統工芸士の方から直接指導を受けることができる「宮島伝統産業会館」 

⇒https://miyajimazaiku.com/ 

・大聖院で空海がもたらした護摩行や、瞑想、ご祈祷などが体験ができる「大聖院修行体験」 

⇒https://deep-miyajima.daisho-in.com/syugyou-taiken/ 

・宮島対岸で純国産クラフトジンやシングルモルトウイスキーをつくる過程や美しい蒸留器をご覧い

ただる蒸留所「SAKURAO DISTILLERY」 

⇒https://www.sakuraodistillery.com/ 

 

すでにご存知の体験ものもあると思いますが、新しいものがございましたらぜひご活用いただき、

また感想などお寄せいただければ嬉しいです。 

また、HIT では、広島の特別で新しい旅をご案内するサイト「新しい非日常」（https://hiroshima-

hinichijou.com/）や選りすぐりの体験ものをご紹介する「Deep Experience」（https://www.deep-

exp.com/ja/hiroshima）、夜の美術館で画家に扮した役者がガイドをしてくれる新たなアート体験「ひ

ろしまナイトミュージアム」（https://www.xperisus.com/hiroshimanightmuseum-lp）などで、随時情報

を更新しておりますので、こちらもご参考にしてください。 

 

Q21: 県に来てもらえる観光客の期待値を知ることは，観光客に来ていただいた際にガッカリさせない

ためにも，大事なことだと思います。期待値を知るためにはいろんなアプローチがあると思いますが，

その手段として HIT さんはどのようなものをお考えでしょうか？聞いていてどちらかというと新観光

プロダクトの造成が記憶に残っている関係で，聞きそびれていたら申し訳ございません。御教示いた

だければ幸いです。 

 ご意見ありがとうございます。お客様の期待値を超える満足を提供することで、リピートや高評価

の発信につながると考えております。一方、お客様期待値は単一の調査によって導けるものばかりで

はなく、定量的な把握だけでは難しい問題だと認識しております。お客様の期待値を知るため行為は

様々で、口コミ評価、行動パターン、アンケート、モニターツアーや市場に出ている調査レポートも

そうですが、日常の会話やニュースなどにもアンテナを張り、あらゆる事象を組み合わせて分析する

ことで、お客様の期待値を予測として把握できるよう取り組んでいきたいと考えています。 

 

Q22: 高校時代に３年間ほど広島市に住んでいた神奈川県に在住の者です。インバウンドのリピーター

を増やす方法として、例えば、１回目に平和記念公園、厳島神社を訪れたら、２回目は、広島城と縮

景園でタイムトラベル、3 回目は、瀬戸内海沿岸の島々めぐりといった段階的なリピートシナリオが

必要ではないでしょうか？あと、漫画アニメや映画の聖地巡り等も若い人たちをひきつける方法では

ないかと思いますがいかがでしょうか？ 

ご提案ありがとうございます。人々の志向が多様化する中で、少ないシナリオではその期待に応え

きれない現在では、多くの人々に広島を満喫してもらうための多種多様なプロダクトが必要だと考え

ています。そういった意味でも、定番のリピートシナリオを作って皆さんと共有できたらリピーター

観光客に向けたご提案がしやすいかと思います。検討してみたいと思います。 

漫画やアニメ・映画の聖地巡礼については、これまでも広島でも事例（例：呉市「この世界の片隅

に」広島市・呉市・東広島市等「ドライブ・マイ・カー」竹原市「たまゆら」）などありますが、映画

https://miyajimazaiku.com/
https://deep-miyajima.daisho-in.com/syugyou-taiken/
https://www.sakuraodistillery.com/
https://hiroshima-hinichijou.com/
https://hiroshima-hinichijou.com/
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https://www.deep-exp.com/ja/hiroshima
https://www.xperisus.com/hiroshimanightmuseum-lp


の舞台やそのロケ地を何度も巡り訪れるリピーターの獲得に十分に繋がりますし、その地域を訪れた

ファンが新たなファンを呼ぶ好循環に繋がる可能性も高いと思います。今後もそういった機会を逃さ

ずリピーターにつながるプロモーションや取組を実施していきたいと思います。 

 

Q23: 観光大使に貸し出せる gopro などあれば、自転車につけてルート案内できたり市民インタビュー

できるのですが、HIT から県内観光協会に観光大使向け貸し出し物品を準備いただけると面白いんじ

ゃないかな。 

 ご提案ありがとうございます。とても面白いアイデアだと思います。観光大使がツアーや観光をし

ながらその光景や地元の方との会話を動画撮影して広く共有することができたら、観光大使の取組の

幅も広がっていきますね。すぐには導入できないかもしれませんが、検討してみたいと思います！ 

 

Q24: 大変良い取り組みに感心しました。（先ほど、観光大使にも登録しました！）市民町民の当事者

化について、若い人や移住者はさておき、高齢者を中心とした地元出身者の取り込みについてはハー

ドルが高いと感じております。何かアドバイスはありますか？ 

 早速観光大使にご登録いただき、ありがとうございます！高齢者の皆様は、様々な分野のご経験や

ノウハウ・人脈をお持ちであったり、地元のことを知り尽くし愛着を持っておられる方々が多くいら

っしゃると思います。HIT としては、こうした方々にこそ観光の当事者になってもらい、その魅力を若

い世代に伝えたり、HIT の取組に参画していただきたいと思っています。とは言うものの、なかなか具

体的なイメージが沸かないという方も多くいらっしゃると思います。まずは「HIT ひろしま観光大使」

（https://www.hiroshima-kankou.com/hitkankoutaishi/）にご登録いただくのはいかがでしょうか。メル

マガ等を通じて最新の観光情報や若い世代との交流の機会をご案内しています。もしかすると、今ま

でに知らない地元の観光スポットや体験を知り、それにより当事者意識が芽生えるきっかけになるか

もしれませんので、ここからスタートいただくことも良いかと思います。 

なお、昨年 12 月（R3.12）に、"誰でも観光の担い手になれる"というメッセージを込めて、会うと元

気になれる広島人 23 名をご紹介する「ひろしま元気本」という本を発行しました。この本は北広島町

に住む 94 歳のご住職のお顔の写真を表紙にしました。広島の観光の当事者の象徴として選んでおりま

す。なお、この本にはまさに当事者として様々な分野で活動されている方の思いや人生が描かれてお

り、"当事者"を知るためのヒントになります。ぜひご覧ください！ 

 

Q25: コンテンツの磨き上げはＤＭＯなり事業者の守備範囲でしょうか。また，ＨＩＴの域外でのプロ

モーションは具体的にどのようなことをどういう頻度で行われますか。 

社会情勢の変化や顧客ニーズを踏まえてコンテンツを磨き上げていくことは重要です。HIT でも補

助金による支援や HIT ひろしま観光大使の方を対象にしたモニターツアー（テストマーケティング）

などを活用して，コンテンツの磨き上げに取り組んでいます。 

また、域外に向けたプロモーションは、磨き上げをされたり新しくできたプロダクト情報を、各種

Web サ イ ト で あ る 「 ＃ 新 し い 非 日 常 （ https://hiroshima-hinichijou.com/ ）、「 Deep Experience 

Hiroshima(https://www.deep-exp.com/ja/hiroshima)」「牡蠣食う研（https://kakikuken.com/）」）や SNS

を通じて発信したり、首都圏を中心に TV や雑誌等の全国メディアで広く届けていくことで、コロナ後

の観光地として広島を選んでもらえるよう取組を進めています。 

https://www.hiroshima-kankou.com/hitkankoutaishi/en/
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メディア掲載の事例としては、今年度は次のようなコンテンツを取り上げてもらえていますし、今

後も掲載予定の情報については、HIT の SNS や Web サイト等と通じて情報発信していきますので、ぜ

ひご覧いただきたいと思います。 

【メディア掲載の事例】 

・4 月 新聞、WEB 記事 『産経新聞、観光経済新聞、CREA、TABI LABO ほか』  

    美 術×演劇の新しい「アート体験」として「HIROSHIMA NIGHT MUSEUM」を掲載。  

・6 月（12 月再放送） テレビ 『日本テレビ 世界の果てまでイッテ Q！』  

     黒滝山（竹原市）登山や、海上自衛隊関連施設（呉市）でのアクティビティ体験や、広島県

産の牡蠣を鉄板スタイルで楽しむ「マシマシ牡蠣」など放映。  

・7 月 テレビ 『BS 日テレ 友近・礼二の妄想トレイン』  

     2 週にわたり、観光列車 etSETOra や高速クルーザーSEA SPICA を用いた瀬戸内周遊旅の提

案、 尾道散策による尾道ラーメンやスイーツを放映。  

・10 月 新聞、WEB 記事 『旬刊旅行新聞、トラベルニュース、日本経済新聞、ABEMA PRIME ほ

か』  

    「広島 10 円きっぷ」企画について各媒体に掲載。 

・１月 雑誌、WEB 記事『クレアトラベラー』  

     備後地域のマニュファクチャー・ツーリズムについて掲載 

 

Q26: コロナ禍で実際に現地を訪れることが難しいですが、オンラインツアーなどで現地を紹介するイ

ベントが多くあります。種蒔きとしてとてもいいと思うのですが、HIT さんではそのような取り組み

は考えられていないのでしょうか。 

ご提案ありがとうございます。HIT では R２年度にインバウンド向けではありますが、デジタルマー

ケティングを実施しており、外国人のニーズの高いプロダクトが何かを国籍別に抽出することができ

ました。今年度は、これらのプロダクトを中心に複数のプロダクトをご紹介するオンラインツアーを

実施していきたいと考えています。また、この取組の成果を踏まえ、国内に向けた実施検討や R４年

度以降の渡航再開に向けた外国人観光客の更なるニーズ発掘や効果的なプロモーション手法を検証す

ることにしています。 

 

Q27: 留学生も大使になってもらえると世界的にアピールできるのでは？ 

ありがとうございます。ご意見のとおり、コロナ禍で誘客プロモーションの実施が限られている中、

日本に在住している在留外国人が発信した情報は、彼らのネットワークを通じて母国の知人・友人に

伝えてもらうことが可能です。また、彼らの現地への情報発信は、インバウンド観光の回復期での早

期誘客も期待できることから、HIT では関係機関と連携して、県内の在留外国人を中心に観光大使へ

の登録を進めており、現在、約 50 名の在留外国人の方に HIT ひろしま観光大使として登録頂いており

ます。 

引き続き、県外の在留外国人の方々へのアプローチも図り、留学生全員に HIT 観光大使になっても

られるようがんばります！お知り合いヤネットワークをお持ちでしたら情報提供いただけると嬉しい

です。 

 



Q28: アフターコロナに向けて、現在のインバウンド対策をしりたいので、宜しくお願い致します。 

コロナ感染の終息時期が見通せない中、現状では外国人観光客の直接的な誘客は難しいと感じてい

ます。 

そのような中でも、HIT では、インバウンド回復期に向けた基盤整備として、外国人向けのプロダク

ト開発（R2 年度は新規 13 ブラッシュアップ 12、R3 年度は開発中）や観光施設等の多言語化などの受

入環境整備、通訳ガイドの育成等を継続して進めておりますし、プロモーションでは広島国際空港か

ら直行便があり訪日リピート率が高く早期来訪回復が見込まれる東アジア市場（香港・台湾・中国・

韓国）を主なターゲットとしてデジタルマーケティング等の手法を活用した効果的な情報発信、現地

代理人を通じたメディアや旅行会社への情報提供・情報収集等を行っています。 

なお、今月末（Ｒ４.1 月末）には、R2 年度に実施したデジタルマーケティングでニーズの高かった

プロダクトを中心に複数プロダクトを繋げたオンラインツアーを開催したり、特集記事の掲載やイン

スタグラマーによる情報発信等を実施し、R４年度以降の渡航再開に向けた更なるニーズ発掘や効果的

なプロモーション手法を検証することにしています。 

 

Q29: HIT さんと、会員さん観光大使さんは、HIT さんの目指す姿の「合意」を求めていますか？「相

利共生」を求めていますか？ 

まず、観光を担う主体は、HIT や観光関連事業者だけとは限らないと考えています。会員様にも一見

観光とは関係なさそうな保険会社や福祉関係の団体、印刷会社などにご加入いただいていますし、観

光大使にいたっては職業・性別・年齢・趣味・趣向・出身・国籍など本当に幅広い人達にご登録いただ

いています。 

これは、幅広く属性や性質が異なる人々や業種を繋げ、未来の広島の観光について考える当事者を

増やすことで、広島の観光産業がより多様性を有し、国内外のあらゆる人達から選ばれる観光地に近

づくことを目的としているためです。そういった意味では「相利共生」に近いのかもしれません。ま

た、目指す姿についても様々にご意見もあると思いますので、今後も皆さんと議論を重ねていきたい

と思います。 

 

Q30: 空港との連携策をお示しください。 

HIT と広島国際空港（HIAP）は、広島が国内外から高く評価されリピートする観光地となることを

目的に、昨年９月に、相互の協力と連携の合意を確認するパートナーシップ協定を締結したところで

す。（参考ページ：https://www.hiroshima-kankou.com/news/919）） 

直近の連携策の具体例としては、子ども向け航空教室の開催（R3.12 実施済み）やインバウンド需要

の再開を見据えた共同プロモーション（観光展の出展等）を実施しました。 

このパートナーシップ協定の締結により、HIAP とは常日頃から情報共有を密にすることができてお

りますし、今後も、マーケティング、プロダクト開発、受入環境整備、プロモーション、人材育成な

ど、幅広い分野で双方の強みを活かし、相乗効果を発揮していきたいと考えています。HIAP との連携

策については順次ホームページ等で公開していきますので、ご参考ください。 

  

https://www.hiroshima-kankou.com/news/919


Q31: 久しぶりに広島出身の首相が誕生しました。岸田首相とのコラボは可能でしょうか。 

30 年ぶりに広島出身の首相が誕生したことはとても喜ばしく、観光地広島を盛り上げる絶好の機会

になると期待しています。また岸田首相は所信表明演説で「被爆地広島出身の総理大臣として、私が

目指すのは、『核兵器のない平和な世界』の実現」と語っていますが、HIT も観光を通じて安全で平和

な世界の創造を目指して行きます。 

これからも、日頃から岸田政権の政策や取組を注視し連携について模索していくことはもちろんで

すが、平和実現に向けた広島の観光の取組のご紹介をしたり、意見交換できる機会なども探っていけ

たらと考えております。 

 

Q32: オープンデータについて教えてください。どのようなデータが公開されていますでしょうか？ 

HIT では、皆様のマーケティングの支援として、DMP（デジタルマーケティングプラットフォーム）

として様々なオープンデータを集計し、グラフ化して掲載しています。掲載内容は、都道府県比較が

できるデータ、県内の市町比較ができるデータ、広島県を訪れる観光客に関するデータ、３つに分け

ています。以下、URL から PDF をダウンロードいただき、各ダッシュボードをご覧ください。 

⇒https://www.hiroshima-kankou.com/business/876 

他にも、こんなデータが欲しい、こういったグラフがあるといい、といったご意見がこざいました

ら、お寄せください。 

https://www.hiroshima-kankou.com/business/876

