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昔、そして今の広島観光

交通インフラの最先端に

コロナ禍で見えてきた転換点

広島だからできる観光

1.課題

2.原因

3.解決策

4.未来

アジェンダ



安古市高校の高校生に対して195件のアンケートの回答より
ユーザーローカル テキストマイニングツール（ https://textmining.userlocal.jp/ ）による分析

「広島県に足りないものは何？」という質問



https://www.miyoshi-dmo.jp/

山と海で　　　　
もっと！

活かせる広島
https://imabari-shimanami.jp/shimanami/



観光客分布図
(2005年→2021年)

※棒グラフは入込観光課客数の上位7市町村を示している

±20%未満変化

16年間での変動

20%増加

20%減少



赤　3　尾道市
青　1　呉市,三原市,庄原市,江田島市

グランピング施設の数

https://www.nukui-glamping.com/resort_glamping_li/



観光スポット
に行きづらい！



広島の交通機関の現状

時間がかかると

良いアクティビティがあっても

行きづらい！

広島駅 三次駅

普通:100分

快速:87分

高速:90分

※2本/h

※1本/h



HIROSHIMA

FUKUOKA 40,842

39,660
（単位:千人）

令和３年度観光客数

https://illustimage.com/?id=554

（単位:千人）





太宰府天満宮の松吉さんの話

「大事なのは人を集客するために何かを作るのではなく、

いかにその場所に人を運び込めるかが重要だと思います。」

今一番情報を伝えることができるのはSNS

「インスタ映え」する四季の情景を投稿
↳若者を呼び込んでいる



交通インフラの改革



観光客特化型ドローン
＋

自動運転タクシー



メリット デメリット

観光客特化型
ドローンを

取り入れる場合

観光客が様々な観光地へ
いち早く訪れることができる

早期に取り入れることで
ドローン自体が

観光資源として成立できる

航空法改正が必要

従来の交通機関
を継続して

運用する場合
歴史・風景を楽しめる

赤字路線問題がより
深刻化する可能性がある



https://www.energia.co.jp/nw/service/retailer/keitou/access/pdf/mapping_hiro.pdf



観光資源はある、
けど知られていない！

行きづらい！



父

ツアーガイドＡＩ　

娘

母

2022年の旅行客2050年の未来人

AIガイド開発者

天の声



自然を思う存分

楽しめる旅行























垂水港

1

大西港

たけもとカレー

大望月邸

2

3

4





https://min-chi.material.jp/tag/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%97/





広島駅〜竹原港

今までは…かぐや姫号

http://www.geiyo.co.jp/route/kaguya.html



https://www.pexels.com/ja-jp/search/fantstic%20bus/

https://soco-st.com/guide



https://www.honda.co.jp/outdoor/enjoy/201907/



http://sanyo-shosen.jp/index.html



みかん
はっさく
レモン



https://www.pexels.com/ja-jp/search/port/



https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki_file/tatemonogatari/page066.html



空き家を改装して2022年10月22日にオープンしたカレー屋さんへ



https://www.pexels.com/ja-jp/search/fantstic%20bus/



http://hotel-seifukan.co.jp/



https://www.pexels.com/ja-jp/search/fishing/



花火



https://www.pexels.com/ja-jp/search/astronomical%20telescope/







https://min-chi.material.jp/tag/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%97/



https://www.miyoshi-dmo.jp/kannosekyo/
https://www.miyoshi-dmo.jp/kannosekyo/



おじさんツアーガイドＡＩ　

2022年の旅行客2050年の未来人

AIガイド開発者

天の声



山田　太郎

21歳

大学生 カフェ巡り

モテない

海　1泊2日

清水　里香

15歳

中学生 テニス

特になし

山　テニスができる場所を希望
3泊4日

リリ・カリエド

24歳

留学生 日本名所めぐり

どこに行けばいいか迷う

海　世界遺産を見たい
日帰り

はると

47歳

会社員 落ち着いた場所
での休息

腰が痛い

山　高級コース希望



数日後…



広島

吉田

作木 三次

白木

小河原



三次ワイナリー 奥田玄宗・小由女美術館

鵜飼乗船所

高谷山展望台

コンテナホテル

三次駅

１

6

4
5

3 2





https://www.pexels.com/ja-jp/search/drone%20/



https://www.pexels.com/ja-jp/search/drone%20/
https://www.pexels.com/ja-jp/search/drone%20/



https://www.pexels.com/ja-jp/search/drone%20/



https://unsplash.com/ja/%E5%86%99%E7%9C%9F/Ddjl0Cicdr4

https://unsplash.com/ja/%E5%86%99%E7%9C%9F/mfRgIB3st4I



奥田玄宗・小由女美術館 (満月の日は21:00まで開館時間延長 ) https://www.genso-sayume.jp/



https://www.miyoshi-dmo.jp/miyoshi-ukai/



https://sp.jorudan.co.jp/onsen/details/1708/

https://www.photock.jp/detail/park/731/



https://www.pexels.com/ja-jp/search/chef/



https://nihonwine-fun.nta.go.jp/wineries/hiroshima-miyoshi-winery/



https://2040.jp/chotelases/container-/



https://hirogura.com/2019/10/16/post-42977/



広島に観光スポットは たくさんある！

大人数のツアー型旅行 少人数の特別感ある旅行

シフトチェンジ

交通インフラが広島は弱い！！

他県にまけない、

今のうちに変える必要がある！

「広島だからできる観光」



・広島市「令和三年　広島観光概況」

（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/494838.pdf）2022年12月14日

・中国電力ネットワーク「系統空容量マップ」(https://www.energia.co.jp/nw/service/retailer/keitou/access/)2022年11月

17日

・一般社団法人広島県観光連盟,広島市「国内客の宿泊客数や消費額について」

(https://dive-hiroshima.com/business/data/platform-prefecture/#1a)2022年11月７日

・福岡県「国の『観光入込客統計に関する共通基準』に基づく調査」

(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/649951_61417105_misc.pdf)2022年12月14日

・株式会社コンテナハウス2040.jp「施工事例グランピングファーム　なめがたファーマーズヴィレッジ」

(https://2040.jp/)２０２２年１１月１５日

・広島県「公立登録博物館博物館相当施設資料」

(https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/80349.pdf)2022年3月31日 

参考文献no.1

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/649951_61417105_misc.pdf
https://2040.jp/new-customers/related-laws/
https://2040.jp/new-customers/related-laws/


・福岡県博物館協会「福岡県ミュージアムガイド 」

（https://fukuoka-kenbi.jp/uploads/2021/03/MuseumGuide2021-1.pdf）2022年3月31日

・文化庁「公立博物館における来館者数の状況について 」

（https://www.bunka.go.jp/seisaku/bijutsukan_hakubutsukan/shinko/other/pdf/r1413727_03.pdf）2022年3月

31日

・北九州市「小倉城周-周辺エリア」

（https://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000722294.pdf）2022年3月31日

・廿日市市「宮島来島者数一覧」

（https://www.city.hatsukaichi.hiroshima.jp/uploaded/attachment/61690.pdf）2022年3月31日

・広島県「主な歴史博物館・資料館一覧」

（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/92156.pdf）2022年3月31日

・広島観光ナビ「鞆の浦史跡めぐりクーポン 」

（https://japan-heritage.bunka.go.jp/ja/news/1950/）2022年3月31日

参考文献no.2

https://www.hiroshima-kankou.com/event/19691


・安芸高田市観光協会「毛利元就と郡山城」

（https://akitakata-kankou.jp/main/motonari/）2022年3月31日

・広島県農林水産局「瀬戸内広島レモンの生産振興」

（https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/239700.pdf）2023年1月5日

・農林水産省「広島県の農林水産業の概要」

（https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tiho/attach/pdf/todouhuken_gaiyou-76.pdf）2023年1月5日

・google「googlemap」

(https://www.google.co.jp/maps/@34.5359056,132.5019005,15z?hl=ja)2023年１月９日

・十勝毎日新聞「「空港リムジン馬車」も視野　新たな「馬文化ツーリズム」へ実証採択　十勝シティデザイン」

(https://kachimai.jp/article/index.php?no=546246&fbclid=IwAR3Avp449PoTPZWcPUs-6pCFYgGN3xFr7nro

pmnZ0XxRky_9RXDQA3h5Brg）2021年１１月８日

参考文献no.３



・産経新聞社「森林大国の“眠れる資源”を活用して守る　「MTBの聖地」目指す山梨県の山村振興」

(https://www.iza.ne.jp/article/20211204-RDLOWRNB6BA25LEA2IFK5TQ72A/?fbclid=IwAR0gndG6dtPMLvHj_

i9CadyJMfVRLDiIEsENFT8SWyADEHqkBJ26xnMvTkM)２０２１年１２月６日

・Discoverjapan「大自然のアクティビティから文化体験まで世界自然遺産「奄美・沖縄」攻略の秘訣はエコツアーガイドにあり」

(https://discoverjapan-web.com/article/82985?fbclid=IwAR1Rv3_RG8AvWVNWecd1polkxvl7uVAOv1NdAmWV

eCS9MSeBlWBmvMZgWns_aem_AezqaujqJIJz_o_nNKMv7C7RUJessohKIYZD9qVJkbZ8zRh9TpIDBldWQCn-yGQt

ZARKLh8WzG3_qXJUyahk7jFPyILEiWQgumoH-lGA_W_KejuLx6hh38w6mrZeddrFQxE)

2022年２月１２日

・TRILL「【福岡】早起きしてわざわざでも行きたい！ 絶品モーニングが楽しめるお店＜5選＞」

（https://trilltrill.jp/articles/2468458）202２年３月７日

・福岡カフェ会「【福岡市】インスタ映えするオシャレな穴場カフェおすすめ48選」

（https://cafekai.jp/fukuokacafe/）２０２２年３月２０日

参考文献no.4



・キナリノ「おひとりさまでも、誰かとでも。まったりできる 【福岡の隠れ家カフェ 8選】」

（https://kinarino.jp/cat8/23785）2022年3月20日

・ホテル白馬ベルグハウス

（https://www.tsugaike.jp/）２０２２年８月１１日

・SIMASIMA島縞

(https://www.simasima.store/）２０２２年８月１４日

・KOBE　KITANO　HOTEL

（https://www.kobe-kitanohotel.co.jp/?men=4&cat=11）２０２２年８月１４日

・春燦燦

（https://www.awaji-nlr.com）

・Auberge du Soleil in Napa Valley

（https://aubergeresorts.com/aubergedusoleil/）

参考文献no.５



・井上誠耕園「素材の旨味たっぷり食べるオリーブオイル八朔チーズ」

(https://lp.inoueseikoen.co.jp/ino/cheese_2209/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign

=000105&media=c_000105_08&fbclid=IwAR3WuPXkDEK74ZcGZtOF3kea1LdM8UeDHDx1p_1G53FSiNP3X3C

oNYzlzjg_aem_AbM8o_Ypbge-Hm9u1Wci0u0KLsWe6m_Tk5w_jwGAl5hl2VKBTJlqcIfHy0baDyfcfInZTZE6aj1plWK

BtLRmUBynBs_bzokUtoJBNSYWYlf7MO3Rf0WuSGU_fGADoRd9yHxHEzOaPKqrbAnw2gkgin44)2022年9月30日

・フリッツ・ハンセン島

(https://www.fritzhansen.com/ja/Inspiration/Stories/Collaborations/Fritz-Hansen-x-Jima?utm_source=facebo

ok&utm_medium=cpc&utm_campaign=221018&fbclid=IwAR3rnAicxGwtRA19BeZtBETb5kIizg4hXWzArlCsm0j

R5LhvOuTZISryZDg_aem_AXQUjB0io0bhO6Hgo5yB5fDsZ1gD7Wtqe_vWR8dTM_hkifaiawePp5Z-F7bInfyRr1ISlq

TCEwd0jCloWDwAAfMuuFJCnfMiGgt40neADigsw7d8--idPm5MBjfvOohjITA)2022年10月22日

・ヤフージャパンニュース「日本に「残念すぎる観光地」量産される悲しい事情 「モノマネ施設」はバレる、埋もれる、飽きられる」

(https://news.yahoo.co.jp/articles/dade3058a5d9507303df5a1967ef7ea1b24ffd3d)2022年11月25日

参考文献no.6



補足資料



劇　設定　お品書き

○家族連れ【30代　小学生一人】大崎上島

●ドローン,釣り,焚火,天体観測,柑橘類グッズ(お届け土産サービス )

【高級→特産物ご馳走(釣ってきたやつをシェフが料理)】

目的:子供に自然を体験させたい

○一人旅【50代】三次　

●ドローン,自動運転で足腰負担減,絶景(映え),食材調達ドローン

　温泉,コンテナハウス,ハンモック,ツリーハウス,童心に帰る作戦

目的:都会の喧騒から逃れたいリフレッシュ







グランピング・キャンプターゲット

キャンプ　1～3人　小人数（エリアの規模の関係）

キャンプが好きな人、日頃からキャンプを楽しんでいる人

充実した設備を提供し満足を挙げることでリピートを狙う（県内のキャンプ人）

グランピング　団体　大人数　大学生・若者

グランピングは県外から来た旅行客をターゲット

設備少→エリア内の売店（直営）で購入してもらう

旅行なので楽しんでもらえるようにグランピングから売店までの道を肝試しができるような
イメージ　　



ある程度開けた土地　ターゲット

・小中学校の林間学校

　1学年で60～100人程度、宿泊施設あり、キャンプファイヤー、虫採取

・企業のSDGｓ活動

近年ではSDGｓを積極的にやる企業も増えているので

木を植えて育てる活動←定期的に来てもらえる

・障がい者施設、老人施設

運動場所、農業、自然と触れ合う、遊び場の提供



google「googlemap」2022年9月19日

(https://www.google.co.jp/maps/?hl=ja)2022年9月19日

https://www.google.co.jp/maps/?hl=ja


広島県 福岡県

交通
観光スポットは多く点在

↓
そこに行くまでに時間がかかる

娯楽
(夜間)

流川などの大人が多い場所
↓

年齢層が限られている

屋台や屋形船など
どの年代層でも楽しめる娯楽が充実

↓
年齢層が広い





凡例: 観光客数
1000(万人)

500

250

750

1,013 388

616

467

221

観光客分布図
(平成１７年)

345

※入込観光課客数の上位7市町村を示している

１２７



凡例: 観光客数
1000(万人)

500

250

750

899 462

３５２

３２９

２７９

２１

３

197

観光客分布図
(令和３年)

※入込観光課客数の上位7市町村を示している



年間

0～3

4～7

8～12

13～17

18～25

凡例: イベントの数

伝統行事が盛んな地域

祭りの頒布


