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ビジョンの目指す姿（10年後）インバウンド関係抜粋

国外からの観光客に対しては、新型コロナの状況を踏まえ
た上で、宮島、原爆ドームの２つの世界遺産をフックに、本
県でしか得られない価値を、SNS等のデジタル媒体の活用や
近隣県、DMO等の関係機関と連携した誘客の取組などにより、
観光客の様々なタイミングに合わせて発信します。

③共感によるファンや仲間の拡大と構築するCRMを活用
した新しいビジネスの創出

 観光構造の改革

目的：自立的・継続的な観光産業となるための観光構造の
改革を推進する
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アクションプラン取組の方向性

広島県のブランド価値がより高まり、更なる来訪の増加や評価の高まりにつながるといった好循環が生まれてお
り、基幹産業であるものづくり産業に加え、観光が県経済の成⾧を支える産業の一つとなっています。

ＫＧＩ 現状値（R1年
（2019）)

目標値（R7年
（2025））

目標値(１０年後)
R12年（2030）

観光消費額 4,410億円 6,300億円 8,000億円

ＫＰＩ 現状値（R1年
（2019）） 目標値（R7年（2025））

外国人観光客数
（延人数） 276万人 725万人

外国人宿泊者数
（延人数） 132万人 320万人

プロダクト開発やファン作り、CRMを活用したビジネスの創出にも
取り組むことで

観光客に満足を提供することでリピートする観光地づくり
を推進する

HITの５か年戦略概要（インバウンド関係分抜粋）①ブランド価値の向上に繋がる魅力づくり
②誰もが快適かつ安心して楽しめる受入環境整備
③広島ファンの増加

ひろしま観光立県推進基本計画



現状と目標達成までの
定性的ギャップ

【現状】
日本への渡航が制限されているため、

海外旅行そのものの関心は高いもののマ
イクロツーリズムがトレンドであり、広
島の来訪意欲（興味・関心）は低下して
いる。

◆2019年度延べ宿泊者数順位(47都道府県中)
米8位 豪7位 英5位 仏4位 独5位

【目標】2025年度実績値において、
米、豪 5位
英、仏、独 3位 を達成する！

目指す姿と目標（欧米豪）

・遠方の旅行は現実的ではないが、

WEBやメディアにより観光地広島

の情報に触れている状態

2021 2022 2023 2024 2025

・日本に行くときには必ず広島に行こう

と思っている状態。（ゴールデンルート

＋１から脱却している）

・必ず宿泊付きの滞在をしている状態。

制限緩和 制限解除渡航制限 渡航制限

広島来訪予定者が、 「原爆ドーム」

「宮島」以外に興味を持っている状態

広島来訪者が「原爆ドーム」「宮島」以外の魅

力にも触れて、発信してくれている状態

・広島の評判が口コミにより広まり、自分も実際に

「広島に行って〇〇したい」と思っている状態

・広島に訪れ、滞在する経験がステータスになりつ

つある状態

来訪意欲の刺激
（そろそろ広島に来ない？）

多様な魅力を伝える
（実は世界遺産だけじゃないよ）

新たな価値の提案
（日本の中でも広島っ
て少し尖ってない？）

日本旅行における
広島滞在の定番化



現状と目標達成までの
定性的ギャップ

【現状】
広島県の観光地が知られておらず、
来訪意欲が低い
例）2020年広島県来訪意欲定量調
査結果

台湾13％ 香港15％

◆延べ宿泊者数順位（47都道府県中）
韓国20位 台湾30位 香港26位
中国24位

【目標】2025年 訪日10位
韓国 221千人（+490％）
台湾 345千人（+342％）
香港 148千人（+148％）
中国 960千人（+853％）

目指す姿と目標（東アジア）

2021 2022 2023 2024 2025

制限緩和渡航制限

・各国で渡航再開が見え始め、海外旅

行のマインドが高まる

・日本の情報収集も行われているが、

東京や大阪などメジャー観光地がメイ

ン

しまなみ海道等の人気スポットを中心に未知

の広島に行きたい（宿泊したい）

来訪者・広島ファンが自国で広島訪

問をおススメしている

・口コミによる広島の評判が広まり、「広島

に行って〇〇したい」と思っている

・海外メディアにも取り上げられる

・広島が旅行の主目的地になっている

（広島で○○をしたいと思っている）

・広島リピーターも一定数おり、毎回

新しい広島が発見できる

・受入側も多言語対応の整備が完了

制限解除

観光地広島の認知向上
興味関心向上

広島の評価向上

広島の認知拡大（自走化）

リピーター
割合の増加
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【2019年度までの状況】
11つの国・地域を重点市場として設定し、市場毎の特性に応じ、プロダクトやプロモーション手
法等を選定しながら取り組んだ結果、コロナ前までは観光客数や観光消費額など増加傾向にあっ
た。

広島県外国人観光客ランキング(2019)
①米 ②台 ③豪 ④英 ⑤仏 ⑥中国 ⑦独 ⑧香 ⑨スペイン ⑩韓

これまでの取組

■欧米豪
・国のVJ事業を活用し、現地旅行博や商談会
への参加、旅行会社へのｾｰﾙｽｺｰﾙを実施
・出発前の情報源として多く利用されているﾄ
ﾘｯﾌﾟｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰなど口ｺﾐｻｲﾄでの情報発信を実
施
・現地ﾚｯﾌﾟと連携し、出発前の情報源として
多く活用されている旅行ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸや雑誌等ﾒ
ﾃﾞｨｱによる露出を実施（仏）
・ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝﾙｰﾄの出発地である東京都と連携し、
OTAによる情報発信を実施

■東アジア
・航空会社や旅行会社と連携し、団体向けの旅
行商品造成や共同広告を実施
・2020年度から現地ﾚｯﾌﾟを活用し、現地の観光
ﾄﾚﾝﾄﾞ等情報を収集するとともに、現地旅行会
社及びメディアを通じて広島の魅力を発信
・2020年度にはﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞを実施、興味関
心のある観光ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄの仮説検証
・中国地域観光推進協議会と連携し、現地商談
会や旅行博等に参加
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【2021年度までの取組検証】
対象市場は選定していたものの、ターゲティングが大括りで設定していた。
コロナ禍の２年間国際路線運休により、即時の訪日が見込めなかったことから、セールスコール
や商談等現地プロモーション、商品造成や受入環境整備は渡航再開後に取り組む方針とした。
早期渡航再開が見込める東アジア重点国・地域を限定に実施したデジタルマーケティングにより、
認知度や興味関心度の向上を図るとともに、市場毎のターゲットの傾向やニーズを把握した。

これまでの取組の総括（内部要因）

■欧米豪
・現地旅行博や商談会への参加、旅行会社
へのｾｰﾙｽｺｰﾙ
→（反省点）紹介するプロダクトが不足、
観光地としての情報発信も不足していた
・口ｺﾐｻｲﾄや旅行ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸや雑誌等ﾒﾃﾞｨｱに
よる情報発信
→（反省点）興味関心の喚起にとどまっ
ていた

■東アジア
・航空会社や旅行会社と連携し、団体向けの旅行商品造成や
共同広告を実施
→（反省点）広島空港利用のプロモーションが中心

・現地の観光ﾄﾚﾝﾄﾞ等情報を収集、現地旅行会社及びメディア
を通じて広島の魅力を発信
→（反省点）マーケティングに基づく商品化の取り組みが
不足していた
・ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞによる興味関心のある観光ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄの仮説
検証
→（反省点）東アジア以外の地域へ拡充していなかった



2011年
訪日客数 622万人

2019年
訪日客数 3,188万人

東アジア
406万人,65％

東アジア
（韓国、中国、台湾、香港）

2,236万人
70％欧米豪

104万人17％

欧米豪
（英、仏、独、
米、豪）

334万人、
10％

4万人
0.6％

9万人
1.4％

東アジア
14万人
0.5％

欧米豪
37万人
1.2％

8万人
1.3％

その他
44万人、1.4％

訪日外国人客数の規模感

2019年
来広外国人客数は95.6万人
これは、訪日客数の約3.0％

出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査」及びJNTA「入出国データ」より推計
2020年 訪日客数420万人

2025年目標
訪日客数 5,000万人

東アジア
160万人
2.8％

欧米豪
100万人
1.3％

その他
100万人、0.7％

来広客数
計360万人(※)

7.2％

2011年は20.5万人
訪日客数約3.3％

※訪日客数は2030年6,000万人から逆算
※来広客数は推計
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IATA（国際航空運送協会）：航空路線の2019年レベルの回復は世界的には2024年８月

UNWTO（国連世界観光機関）：2019年レベルの観光需要の回復は早くても2024年

DBJ（日本政策投資銀行）等：アジア・欧米豪ともに日本が「コロナ収束後もっとも行きたい場
所」（理由：「食事の美味しさ」「清潔さ」「治安の良さ」）

世界経済フォーラム「2021年旅行・観光開発指数レポート」：117の国および地域で日本が初めて
の１位に（持続可能性の項目の指標が追加）

インバウンドの現状と社会情勢

ヨーロッパやオーストラリアでは、ワクチン接種が進んでいることから、先行して、
国境開放が進んでいる。
アジアでは、国境再開に慎重な国が多い。
日本は2022年6月10日から添乗員が同行する団体旅行者に限って観光客のビザ申請
再開。
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①ターゲット市場にイタリア、カナダを追加
（重点ターゲット）
欧米豪・・・広島への来訪者の割合が高い英・米・仏・独・豪
東アジア・・・早期の来訪回復が見込まれる香港・台湾・中国・韓国

②関係団体との連携強化、効果的なプロモーションによる誘客促進
他自治体やせとうちDMOとの連携・・・市場一部重複
京都市DMO、近隣空港との連携強化・・・ゴールデンルート延⾧
デジタルマーケティング実施地域の拡充・・・欧米豪への導入

③現地顧客とのエンゲージメントを高める事業展開
（プロダクト開発・広島ファンづくり)
マーケティング結果や現地のBtoBニーズに即したプロダクト組成

④ユーザーエクスペリエンス視点でのコロナ感染防止対策
受入環境整備

取組の方向性


