
第３号様式 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称 広島県ホテル旅館生活衛生同業組合 

 

住所 広島市中区河原町1-26 広島県環衛ビル６Ｆ 

 

代表者氏名 理事長 木村  龍史 

 

連絡先 ０８２―２９６－１０２１ 

 

構成員  

別紙 構成員一覧表 参照 

（うち補助対象事業者７者、計画時８者） 

 

 

団

体

事

業 

具体的な内容  

 

実施時期  

必要な資金の額及びそ

の調達方法 

 

 

個

別

事

業 

具体的な内容 (1)Ｗｉ-Ｆｉ整備 ５件 (2)トイレの様式化 １件 

(3)サイトの多言語化 １件 (5)案内表示の多言語化 1件 

(7)翻訳システムの導入 １件 (9)マニュアル １件 

(10)その他 ２件 

実施時期 平成２８年１０月１３日～平成２８年１２月２０日 

 

必要な資金の額及びそ

の調達方法 

補助金対象経費合計 10,866,800円 

補助金合計      4,873,000円 

全体稼働率の目標及び実績

値 

 <事業開始前> <目標> <実績値> 

第１四半期 82.2（％） 

（83.0％） 

85.4（％） 

（85.9％） 

88.1（％） 

第２四半期 84.4（％） 

（85.5％） 

86.6（％） 

（87.3％） 

88.4（％） 

第３四半期 82.5（％） 

（83.9％） 

85.5（％） 

（86.5％） 

86.3（％） 

第４四半期 75.6（％） 

（77.8％） 

81.4（％） 

（83.5％） 

78.3（％） 



目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

稼働率についてはH27対比で100.6％、目標に対して96.8％

と目標を下回りましたが、補助金を辞退した一社を除け

ば、99.4％とほぼ目標どおりの結果であった。目標未達の

主な原因については、広島でも新規ホテルやリニューアル

などがあり響いたと各ホテルからの声でした。 

今後も数件のホテル開業予定があり、稼働率に関しては、

今後更に厳しい状況が続くとの声が多くありました。 

・H28年度は、広島でインターハイや大型イベントもあった

が、本年度は集客に大きく寄与するようなイベントが少な

かった。 

合計外客宿泊者数の目標及

び実績値 

 <事業開始前> <目標> <実績値> 

第１四半期 16,688（人） 

（16,600人） 

22,000（人） 

（21,800人） 

26,515（人） 

第２四半期 19,831（人） 

（19,697人） 

23,978（人） 

（23,678人） 

23,941（人） 

第３四半期 19,010（人） 

（18,798人） 

23,793（人） 

（23,293人） 

22,407（人） 

第４四半期 14,274（人） 

（14,218人） 

17,801（人） 

（17,601人） 

17,668（人） 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

外客宿泊数は、目標の104.8％・事業開始前129.7％と大き

く伸ばすことが出来ました。 

特に第１四半期は、前年に来広されたオマバ大統領の効果

もあり多くの外客がありましたが徐々に効果も薄れ第２四

半期は減少してきた。 

・個別では宮島では来島人数、特に外来の方が多く利用者

増に寄与した。 

 

その他事業評価に関する事

項及び当該事業評価を踏ま

えた次の一年間における事

業の改善策 

今回の補助金で、インバウンド向けの環境整備やソフト面

での対応を行う事が出来、各ホテル最低限のお迎えする環

境は整備できましたが、今後は、ソフト面の対応として、

各部署でも外国語対応なども不可欠との意見も多かった。 

・現在インバウンドは団体客が中心ですが今後は、個人客

や少人数での利用が増えてくると思います。そういった中

で海外旅行代理店などとの協業も今後考えていかないとい

けないと感じているとの意見もあった。 

・各ホテルの共通した意見は、上記でも触れましたが今後

は、ソフト面では語学研修による語学力アップと設備面で

まだまだ不十分な館内案内多言語を図って行きたい。 



第３号様式 別紙 

 

宿泊事業者等団体 

名称 瀬戸内旅情 鞆の浦・尾道インバウンド推進協議会 

住所 〒720-0201 

広島県福山市鞆町鞆421 

代表者氏名 村上 正高 

連絡先 084-982-1123 

構成員 ① 株式会社鞆スコレ・コーポレーション ホテル鴎風亭   

（代表：村上正高） 

② 株式会社鞆スコレ・コーポレーション 景勝館漣亭     

（代表：村上正高） 

③ 有限会社TM・クロックワーク 汀邸遠音近音   

（代表：村上正高） 

④ 山陽工業株式会社 尾道国際ホテル 

（代表：取締役社長髙橋宏明） 

⑤ 山陽工業株式会社 尾道ロイヤルホテル 

（代表：取締役社長髙橋宏明） 

⑥ 山陽工業株式会社 尾道第一ホテル 

（代表：取締役社長髙橋宏明） 

（構成員及び補助対象事業者共に6者） 

 

団

体

事

業 

具体的な内容 なし 

実施時期  

 

必要な資金の額及びそ

の調達方法 

 

 

 

個

別

事

業 

具体的な内容 HP多言語化6件、Wi-Fi整備4件 

実施時期 平成28年6月1日～平成28年10月8日 

 

必要な資金の額及びそ

の調達方法 

補助対象経費合計 11,989,000円 

補助金合計 円 5,424,000円 

全体稼働率の目標及び実績

値 

 <事業開始前> <目標> <実績値> 

第１四半期 68.5（％） 72.0（％） 73.2（％） 

第２四半期 71.5（％） 75.0（％） 75.7（％） 

第３四半期 73.4（％） 77.0（％） 72.0（％） 

第４四半期 64.0（％） 67.5（％） 68.8（％） 



目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

稼働率達成の理由(第1・第2・第4四半期) 

⇒自社サイトの多言語化と並行して、海外OTAを通じた販売

強化策が功を奏し、外国人FITが大幅増加したため。（特に

尾道3施設において） 

⇒尾道3施設においてはビジネス（船舶・売船関係）やしま

なみ海道のサイクリングツアー関連で利用される外国人客

が多かったため。 

⇒閑散期対策で県内客特別優待プランを適切な時期に告知

した結果、うまく集客につながったため。 

⇒国内OTAにおいてタイムセールプランやクーポン販売など

も施策を活用し個人客を集客できたため。 

⇒第1四半期は、国内外のFIT増加に加えて、早い段階の営

業が功を奏し、例年を上回る日数の募集ツアー（関西圏か

らのバス周遊）が設定できたため。 

⇒鞆の浦地区3施設においては、ＷＥＢ販促専門のコンサル

ティング会社と新たに契約し、海外OTAや多言語ＨＰ含む全

てのＷＥＢ専用プランの見直し・見直しを実施した結果、

訴求力が高まったため。 

稼働率達成の理由(第3四半期) 

⇒鞆の浦地区において、例年に比べて同時期の団体需要が

低下し、FITでカバーしきれなかったため。 

⇒閑散期である12月のWEBを通じた販促効果が期待を下回

り、昨年の稼働を下回ったため。 

合計外客宿泊者数の目標及

び実績値 

 <事業開始前> <目標> <実績値> 

第１四半期 508（人） 660（人） 1098（人） 

第２四半期 548（人） 722（人） 934（人） 

第３四半期 690（人） 910（人） 826（人） 

第４四半期 314（人） 414（人） 803（人） 

目標を達成した理由 

（達成できなかった場合は

その理由） 

外国人客達成の理由 

⇒自社サイトの多言語化と並行して、海外OTAを通じた販売

強化策が功を奏し、外国人FITが大幅増加したため。 

⇒尾道3施設においてはビジネス（船舶関係）で利用される

外国人客が多かったため。 

⇒尾道3施設においては、エリア全体のスポーツツーリズム

（しまなみ海道のサイクリング等）のニーズの高まりを受

けて、海外からの関連団体利用が増加したため。 



⇒鞆の浦地区3施設においては、ＷＥＢ販促専門のコンサル

ティング会社と新たに契約し、海外OTAや多言語ＨＰにおい

ても全てのＷＥＢ専用プランの見直し・見直しを実施した

結果、訴求力が高まったため。 

⇒近年せとうちDMOや大手旅行会社が企画実施しているFAM

ツアーによる海外旅行社や海外メディアの視察を積極的に

受け入れた結果、エリアの魅力発信とともに当協議会構成

の各施設のメディア露出も増え、インバウンドツアーの設

定・催行が増加したため。 

 

 

その他事業評価に関する事

項及び当該事業評価を踏ま

えた次の一年間における事

業の改善策 

今回のＨＰ多言語化をきっかけとして、更なる外客宿泊者

の獲得に向けて、引き続き以下の取り組みを強化する。 

・多言語化したＨＰにより、当地の有力観光資源の旬の情

報をいち早く発信するとともに、宿泊施設のインバウンド

受入体制が整備されていることをＰＲしていき、海外から

の直接販売の増加を目指す。 

・広島県や福山市・尾道市・せとうちDMO・大手旅行会社が

実施する海外プロモーションと連携して、ウェブサイト、

ＳＮＳ等により、施設のインバウンド受入体制強化を積極

的に発信していく。 

・せとうちDMOが企画している欧米富裕層向け媒体に掲載し

てもらい認知度を少しずつ高める。 

・施設単体での認知度UPは難しいが、多言語HPにせとうち

エリアの魅力を盛り込んでPRする。 

・現地旅行エージェントの視察といった機会を捉え、ツア

ー客の取り込みを強化する。 

・海外の大手ＯＴＡでも販売機会を逃さないように客室在

庫を確保し宿泊プランもニーズに沿ったものを提供する。 

・尾道―鞆の浦航路の利便性や魅力でうまく訴求し、地域

全体の周遊型観光を進めていく。 

・着地型観光（滞在プログラム）を地域の多様な関係者と

推し進めて滞在提案をし、地域の魅力を訴えていく。 

・広島空港に就航している海外就航路線（台湾・香港・中

国・シンガポール・韓国）からの誘客のため、現地旅行会

社へのセールスを実施する。 

・欧米富裕層の取り込みを特に強化し、尾道や鞆の浦に溢

れる魅力（歴史的な町並みや固有の文化・山海の自然・ロ



 

ーカルの食事）と彼らのニーズに沿った情報の発信を強化

し、訴求力を高める。 

・国内外で人気が高まっているしまなみ海道サイクリング

の他、せとうちSEAPLANES（水陸両用機）や瀬戸内海のクル

ージング、シーカヤックといったコンテンツやアクティビ

ティとともに魅力的な滞在提案をし、エリアに呼び込む。 

・当事業で実施した全館WIFI化だけでなく、手ぶら観光や

電子決済・電話通訳といったサービスの導入を検討して海

外旅行者の利便性を高め、スムーズなチェックイン/チェッ

クアウト、館内案内・メニュー・献立の多言語化なども同

時に進めることで滞在時の満足度（口コミ）ＵＰを図る。 

 




















