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観光地域づくり法人形成･確立計画 

 

記入日：令和 4 年 11月 7日 

１. 観光地域づくり法人の組織 

 

申請区分 広域連携ＤＭＯ･地域連携ＤＭＯ･地域ＤＭＯ 

観光地域づくり

法人の名称 

（一社）ディスカバー東広島 

マーケティング･

マネジメント対

象とする区域 

区域を構成する地方公共団体名 

広島県東広島市 

所在地 広島県東広島市 

設立時期 令和 2年 6月 10日 

職員数 13人 

【常勤 6人（正職員 4人・出向等 2人）、非常勤 7人（長期インターン 3人）】 

代表者（トップ

人材：法人の取

組について対外

的に最終的に責

任を負う者） 

 

（氏名） 

代表理事 

 高垣 広徳  

（出身組織名） 

東広島市 

東広島市長 

市内関係団体が一体となった観光による地域づくりを戦略

的に展開するため、観光地域づくり法人を設立し代表理事

として着任。 

データ収集・分

析等の専門人材

（ＣＭＯ：チー

フ・マーケティ

ング・オフィサ

ー 

（氏名） 

チーフプロデューサ

ー 

青山 真也「専従」 

 

旅行会社（日本、メキシコ）でのランドオペレーターとし

て営業・企画経験や、公的機関における途上国の観光開発

支援と国際的な会議や緊急援助隊受入の後方支援の経験を

経て令和 2年 10月 1日より着任。 

財務責任者 

（ＣＦＯ：チー

フ・フィナンシ

ャル・オフィサ

ー） 

 

（氏名） 

事務局長兼ＣＦＯ 

河本 辰也「専従」 

（出身組織名） 

東広島市 

東広島市からの派遣職員 

第３セクターでの機関での経理事務経験、市財政課等での

業務経験等を活かし、ＤＭＯ推進担当参事としてディスカ

バー東広島を設立。令和 2年 10月 1日より事務局長兼Ｃ

ＦＯとして着任。 

 

コンテンツ開発

の責任者 

 

 

（氏名） 

プロデューサー 

青山 真也「専従」 

 

（再掲） 

旅行会社（日本、メキシコ）でのランドオペレーターとし

て営業・企画経験や、公的機関における途上国の観光開発

支援と国際的な会議や緊急援助隊受入の後方支援の経験を

経て令和 2年 10月 1日より着任。 

連携する地方公

共団体の担当部

署名及び役割 

東広島市 ブランド推進課 （観光地域づくり全般、特産品開発） 

農林水産課   （農林水産業全般） 

産業振興課   （産業施策全般、企業連携） 

政策推進監   （大学連携・国際交流） 

広報戦略監   （広報・広聴） 

地域づくり推進課（ふるさと納税） 



（別添）様式１ 

2 

 

連携する事業者

名及び役割 

■市内各エリアでの観光振興 

東広島市観光協会、福富町観光協会、安芸津町観光協会 

 

■市内各エリアでの商工振興 

東広島商工会議所、黒瀬商工会、広島県央商工会、安芸津町商工会 

 

■酒造業の振興 

西条酒造協会、東広島日本酒連絡協議会 

 

■情報発信 

株式会社プレスネット、株式会社アドプレックス、 

株式会社東広島ケーブルメディア（KAMONケーブル） 

官民･産業間･地

域間との持続可

能な連携を図る

ための合意形成

の仕組み 

【該当する登録要件】② 

（概要）観光関係団体、商工関係団体、交通事業者、飲食関連団体、学術研究機

関、酒造協会、行政が参画する「東広島市観光推進会議」を設置。ディスカバー

東広島が企画・運営を担当。 

 

〔参考〕登録要件   
①取締役、理事など観光地域づくり法人の意思決定に関与できる立場で行政、文

化、スポーツ、農林漁業、交通等の幅広い分野の関係団体の代表者が参画 

②観光地域づくり法人が主導して行政や関係団体をメンバーとするワーキンググ

ループなどの委員会等を設置 

地域住民に対す

る観光地域づく

りに関する意識

啓発・参画促進

の取組 

 

■市内経済団体の会合でのセミナー講師 

商工会議所や観光協会が実施する総会等において、DMOの活動計画や活動状況等

を報告し、会員企業との観光連携の接点を創出。 

 

■大学講義への参画 

市内大学での観光や地域づくりに関する講義にゲストスピーカーとして DMOの活

動報告を行う他、フィールドワークを通じて学生が考案したツアー企画へのレビ

ューや地域のコンテンツプレーヤーとのマッチング等を通して、学生の観光への

参画機会の創出と大学関係者等に対する観光地域づくりの意識を醸成。 

 

■学生インターンシップの受入 

市内在住、あるいは市内の大学に通う大学生を、長期（6か月以上）の有償イン

ターンシップとして受け入れ。（令和 4年 1月現在：4名）若者目線でのツアー

造成やコンテンツ開発、Instagram等を活用したプロモーションの企画など各自

が主体的にそれぞれ異なるプロジェクトに従事。 

 

■メルマガ配信 

地域の事業者向けに、観光トレンドや観光地域づくりに関する情報をメールマガ

ジンとして配信し、新たに協業できる事業者の掘り起こしを実施。今後、WEBや

市内観光拠点等でのアンケート調査結果を分析した地域の観光マーケティングレ

ポートの配信を予定。 

法人のこれまで

の活動実績 

 

 

（活動の概要） 

事業 実施概要 

観光資源の

磨き上げ 

■地域特性を活かした観光資源の磨き上げ 

（主な取組） 

〇日本酒関連コンテンツ 

・日本酒関連コンテンツ連携体制の構築 
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市内 10酒蔵の連携会議体「東広島酒蔵連絡協議会」を設

置し、共通ブランド「東広島日本酒 10」のブランディン

グを開始。 

〇自然体験型観光コンテンツ 

・農産物収穫体験ツアーの企画開発 

ぶどうや落花生、里芋といった市内で生産される農産物

の収穫を子ども向けの体験観光コンテンツとして創出。 

・マリンアクティビティ体験ツアーの企画開発 

瀬戸内海に面する安芸津エリアで、SUPなどのマリンアク

ティビティのコンテンツを創出。 

〇産業観光コンテンツ 

・小学生向け夏休み仕事体験ツアーの企画開発 

工業団地がある黒瀬エリアで、自動車試作品製作メーカ

ーやリサイクル処理業の工場見学・仕事体験を夏休みの

小学生向けのコンテンツとして創出。 

〇学生参画型の観光資源の磨き上げ 

・学生による市内観光周遊コンテンツの企画・実施 

市内の大学生が市内の体験観光スポットを周遊させたツ

アー企画をドライブパスとしてコンテンツ化。 

 

■ふるさと納税制度を活用した商材開発 

市内 10酒蔵から毎月日本酒が直送される「日本酒 10蔵定

期便」等の商材開発を実施した。 

情報発信・

プロモーシ

ョン 

■地域一体となった観光プロモーション体制の構築 

〇地域メディアと連動した情報発信 

・地域の観光コンテンツ情報を発信する WEBサイトを令

和 3年 4月より実装。「まちの広報部」や「東広島デジタ

ル」の新着情報と連動しており、東広島市の観光コミュ

ニティサイトとしての機能を形成している。 

〇東広島日本酒 10 WEBサイト構築 

・市内の 10の酒蔵の情報を発信する WEBサイトを令和 4

年 1月より実装。それぞれの酒蔵の情報だけでなく、酒

蔵連携によるイベントの発信などを行う東広島の日本酒

に特化した情報発信プラットフォームを構築した。 

〇オリジナルハッシュタグを活用した情報の一元化 

・Instagramでオリジナルハッシュタグを使い、情報の一

元化を図ることで、東広島の観光情報の充実化とアクセ

ス性を向上させている。 

〇学生と連携した情報発信（まちの広報部） 

・東広島の観光資源を学生目線で取材し、SNS等のツール

を活用した情報発信している。 

〇公式 LINEを活用した顧客形成 

・ディスカバー東広島公式 LINEを開設し、観光来訪者等

を「友だち」として蓄積。来訪顧客との関係性強化、顧

客ロイヤリティの向上を図る。 

 

■日本酒の消費キャンペーンと連動したプロモーション 

新型コロナにより低迷している日本酒の消費喚起を図る

ため、市と連携し、送料無料キャンペーンを実施。全国
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メディアや酒総合メディアへのプレスリリースや広島空

港ラウンジでの日本酒提供を実施した。 

受入環境の

整備 

■西条酒蔵通りのサインリニューアル計画（令和 3年度、市

事業） 

市と連携し、西条酒蔵通りにおける酒蔵のサインのデザ

インの統一化と QRコードを活用した多言語対応のリニュ

ーアル計画を策定している。令和 4年度のサインリニュ

ーアルを実施する。 

 

■西条酒蔵通りの案内パンフレットの多言語化 

留学生（中国・台湾・韓国・タイ・インドネシア）のモ

ニターツアー参加者の協力を得て、東広島市観光協会が

制作している西条酒蔵通りの案内パンフレットの多言語

化を図った。 

 

（定量的な評価） 

地域 DMO として本格稼働した令和 3年 4月～令和 4年 3月までの定量的な活動実

績 

【観光資源の磨き上げ】 

■地域特性を活かした観光資源の磨き上げ 

テーマ 磨き上げ数 詳細 

日本酒関連 

コンテンツ 
6 

・日本酒定期便 

・西条酒蔵通り留学生ツアー 

・酒蔵見学留学生ツアー 

・広島空港ラウンジ日本酒提供 

・安芸津グルメツアー 

・エコパーク×ペアリング企画ツアー 

自然体験型観光 5 

・農家収穫体験（落花生・里芋） 

・ぶどう狩り 

・SUP体験 

・ドライブパス 

・ウルトラマラソン 

産業観光 11 
・小学生向け夏休み仕事体験（4社） 

・春休み職場体験（7社） 

その他 

（広域連携等） 
3 

・謎解きツアー 

・グルメ周遊 

・広島空港×豊栄飛行場イベント 

 

■ふるさと納税実績 

返礼品商材数：238品（令和 4年 3月末時点） 

寄附件数：3,595件（令和 3年 7月 15日～令和 4年 3月 31日） 

寄附金額：156,107,500円（令和 3年 7月 15日～令和 4年 3月 31日） 

※令和 3年 7月 15日よりふるさと納税業務を受託 

 

【情報発信・プロモーション】 

■地域一体となった観光プロモーション体制の構築 

情報発信ツール 項目 
令和 3年 4月～ 

令和 4年 3月 

ディスカバー東広島 

公式 WEBサイト 

発信記事数 273件 

アクセス数 73,132回 
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東広島日本酒 10 

WEBサイト 

発信記事数 22件 

13,732回 アクセス数 

ディスカバー東広島 

Instagram 

投稿数 204件 

フォロワー数 1,126人 

ディスカバー東広島 

Facebookページ 

投稿数 286件 

いいね！数 

（ページフォロワー数） 
294人 

ディスカバー東広島 

公式 LINE 
友だち数 500人 

 

【受入環境整備】 

■西条酒蔵通りのサインリニューアル計画 

西条酒蔵通りを中心に 30か所程度のサインリニューアルの計画を進めている。 

（令和 4年度にサインリニューアル予定） 

 

■西条酒蔵通りの案内パンフレットの多言語化 

西条酒蔵通りの観光案内パンフレットについて、5か国（台湾・中国・韓国・タ

イ・インドネシア）の留学生がモニターツアーへ参加し、パンフレット記載内容

のブラッシュアップを実施した。 

実施体制 （実施体制の概要） 

市内の観光・商工団体や交通事業者、学術研究機関が参画する「東広島市観光推

進会議」を東広島市が設置。ディスカバー東広島が会議体の運営を行い、市の観

光政策の方向性や戦略について協議し、合意形成を図る。 

実務レベルで事業者が連携し協議する場として、ディスカバー東広島がエリア

別・テーマ別のワーキンググループの設置及び会議体の運営を行う。 

 

（実施体制図） 

 
 

２. 観光地域づくり法人がマーケティング･マネジメントする区域  
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【区域の範囲が分かる図表を挿入】 

広島県東広島市 

 

【区域設定の考え方】 

・人口約 190,000人、広島県の中心に位置し、広島市に隣接するとともにＪＲ、高速道路など交通

基盤が充実。山陽新幹線東広島駅や安芸津港を有し、広島空港にも隣接する等広域的なアクセス性

も高く利便性が高い地域。 

・市内に 4つの大学が立地し、試験研究機関をはじめ多くの学術研究機能が集積しており、イノベ

ーション創出の鍵となる知的資源に恵まれている。 

・研究者や留学生など多くの外国人が在住している国際色豊かなまちでもある。 

・市内に 10社の酒蔵があり、特に西条駅前には 7つの酒蔵が集積している。10月に市内中心部で行

われる「酒まつり」では、全国の日本酒約千銘柄を集め、例年 20万人以上の観光客が来訪。 

・一方、市内中心部から 30 分程度で豊かな自然や田園、瀬戸内海の風景が広がる、都市と自然が近

接している環境。 

・豊かな自然環境のもとで培われた農林水産業や酒造などの伝統産業、自動車関連産業や電子デバ

イス関連の先端産業などが基幹的な産業となり本市の成長を支えている。 

 

【観光客の実態等】 

 平成 28年 平成 29年 平成 30年 
平成 31年 

令和元年 
令和 2年 

総観光客数 

（人） 
2,840,245 2,845,511 2,467,008 2,814,138 1,957,267 

１人当たり

観光消費額 

（円） 

3,482 3,491 3,121 3,960 3,704 
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宿泊数 

（人泊） 
- - - 611,637 505,257 

近隣からの日帰り観光客が多く滞在時間が短い傾向があるため、隣接する自治体と比較しても観

光消費額は低い。宿泊数は多いがビジネスや大学関連の利用が多く観光消費には結びついていな

い。 

 

【観光資源：観光施設、商業施設、自然、文化、スポーツ、イベント等】 

・市内に 10社の酒蔵があり、特に西条駅前には 7つの酒蔵が集積しており、風情ある町並みは「西

条の酒造施設群」として「日本の 20世紀遺産 20選」にも選出されており、観光名所となってい

る。 

・10月に市内中心部で行われる「酒まつり」では、全国の日本酒約 1,000銘柄を集め、例年 20万人

以上の観光客が来訪していたが、新型コロナウイルス影響下にあり新しい様式で開催されている。

（令和 2年～3年はオンラインによるイベント開催） 

・瀬戸内海に面する臨海地域、田園風景に囲まれた中山間地域では豊かな自然や食資源に恵まれて

おり、自然を活かしたアクティビティコンテンツが生まれ始めている。 

 

【宿泊施設：域内分布、施設数、収容力、施設規模等】 

西条エリアを中心にビジネスホテルが立地し、約 1800室の収容力がある。コロナ前は、ビジネス

や大学関連の利用で平日は満室に近い利用率となっていたが、今後のビジネスによる宿泊需要の変

動に備え、観光による集客も求められている。 

また、自然豊かなエリアに観光客向けの滞在拠点が少ないことも課題となっており、民泊や農泊

等の推進も求められている。 

 

【利便性：区域までの交通、域内交通】 

 
 高速道路やＪＲ・山陽新幹線等交通網が充実し、広島空港も隣接しているなどアクセスは充実し

ている。人口が集中している地域では交通網が充実している一方で、周辺部では交通空白地帯が生

じているという課題もある。 
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【外国人観光客への対応】 

 外国人観光客が最も訪れる可能性の高い西条酒蔵通りにおいて、観光パンフレットの多言語対応

やサインの多言語表記等の受入環境整備を進めている。 

 

３. 各種データ等の継続的な収集･分析 
 

収集するデータ 収集の目的 収集方法 

WEBサイトのアクセス数 ターゲットの関心度や施策の効果

検証のため。 

ディスカバー東広島及び東広島日

本酒 10の WEBサイトで Googleア

ナリティクスを活用し調査する。 

総観光客数 観光戦略の効果検証のため。 東広島市役所が毎年アンケート調

査を実施する。 

1 人当たり観光消費額 観光戦略の効果検証のため。 東広島市役所が毎年アンケート調

査を実施する。 

来訪者満足度 コンテンツ開発や受入環境整備の

効果検証のため。 

アンケート調査を自主事業として

実施する。 

リピーター率 コンテンツ開発や受入環境整備の

効果検証のため。 

アンケート調査を自主事業として

実施する。 

市民満足度 オーバーツーリズムによる市民生

活への影響度を測るため。 

東広島市役所が毎年アンケート調

査を実施する。 

 

４. 戦略  

（１）地域における観光を取り巻く背景 
東広島市は、「西条エリア」「県央エリア」「黒瀬エリア」「安芸津エリア」の４つのエリアから構

成されている。エリアごとに独自の地域資源を有しており、地域資源に立脚したエリア戦略を基

に、観光協会や商工会と連携しながら、観光推進を実施している。 

 

【西条エリア】（旧市：西条町、高屋町、八本松町、志和町） 

 西条エリアには、市内随一の観光スポットである「西条酒蔵通り」があり、県内外から一定の来

訪者を有している。さらなる観光消費の拡大に向けて、各酒蔵が実施する酒蔵見学等の酒蔵ツーリ

ズムを軸に、周辺の飲食業や宿泊事業者との連携した新たなコンテンツ開発を進めていく必要があ

る。また、全国の酒処と広域での日本酒コンテンツ連携の可能性も追求する。 

 

【県央エリア】（福富町、豊栄町、河内町） 

県央エリアは、農業・酪農などの体験型観光を実施している事業者が多い。ワイナリーや観光農

園のある三次市と隣接しているエリアであり、広域での体験型観光のコンテンツ連携のポテンシャ

ルがある。また、広島空港のある三原市とも隣接しており、広島空港と連携したコンテンツ開発を

進めることで、空港から東広島市への動線形成を進めていく。 

 

【黒瀬エリア】（黒瀬町） 

 黒瀬エリアは、畜産や農業が盛んな土地柄に加え、機械部品等の製造業が軒を連ねる工業団地が

形成されていることから、産業観光のポテンシャルを有している。今後、産業観光事業者の掘り起

こしと観光コンテンツ化を進めていく。また、隣接する呉市や熊野町も、地場産業が確立されてい

る地域であるため、広域でのコンテンツ連携の可能性も追求する。 

 

【安芸津エリア】（安芸津町） 
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瀬戸内海に面した安芸津エリアでは、牡蠣の養殖やレモン等の柑橘類の栽培などが盛んで魅力的

な資源は豊富にある。牡蠣打ちや柑橘収穫、マリンアクティビティ等の体験型の観光コンテンツも

生まれてきており、引き続き観光コンテンツのバリエーションを充実させていく。また、隣接する

竹原市や対岸の大崎上島町との広域でのコンテンツ連携の可能性も追求していく。 

 

それぞれのエリアは、距離的に乖離し生活圏も異なるため、つながりが弱い。地域が一体となっ

た観光振興・市民意識の醸成を図っていくために、ディスカバー東広島が観光資源や担い手の情

報、ノウハウを集約するプラットフォームとなり、地域の特性に応じた観光マネジメントを行うこ

とで、観光地域づくりを推進していく。 

 

（２）地域の強みと弱み 
 好影響 悪影響 

内

部

環

境 

強み（Strengths） 

 
【観光資源】 

・西条酒蔵通り（西条の酒造施設群） 

・西条酒まつり 

・県央エリアの体験型観光（酪農、農業収穫等） 

・黒瀬エリアの産業観光 

・安芸津エリアの体験型観光（牡蠣打ち、農業収穫、

マリンアクティビティ等） 

 

【観光基盤】 

・政令指令都市である広島市に隣接 

・国道 2号線 

・高速道路（山陽自動車道、東広島・呉自動車道） 

・鉄道（山陽新幹線、山陽本線、呉線） 

・広島空港（三原市）に隣接 

 

【地域特性】 

・3大学 4キャンパスが立地する学園都市 

・外国人市民や留学生が多く国際色が豊か 

 

弱み（Weaknesses） 

 
【観光資源】 

・イベント中心で、通年でのコンテンツ化が課題 

・食資源のコンテンツ化が課題 

・西条酒まつり開催時期のオーバーツーリズム 

 

【観光基盤】 

・観光ホテルがなく、来訪観光客のほとんどが日帰り 

・二次交通アクセスの不足 

・外国人観光客の受入環境が発展途上 

 

【人・組織】 

・各エリアの観光リーダーの高齢化 

・一体的な観光振興・市民意識が未醸成 

 

外

部

環

境 

機会（Opportunity） 

 
【ターゲット・ニーズの変化】 

・SNS利用の日常化 

・マイクロツーリズム需要の拡大 

・市内大学出身者やビジネス来訪等により来訪経験者

の割合は高水準 

 

【観光基盤】 

・広島空港の就航路線の拡充 

・DXの進展 

 

【観光政策】 

・周辺自治体に地域 DMOが設立（三次市・三原市） 

・広島県観光連盟やせとうち DMOとの連携 

・国や広島県が観光産業成長促進施策を実施 

・新型コロナウイルス感染拡大対策関連事業の充実 

 

脅威（Threat） 

 
【ターゲット・ニーズの変化】 

・国内人口の減少 

・顧客ニーズの多様化・高度化 

・日本酒離れ（日本酒消費の低迷） 

・新型コロナウイルス感染拡大による観光需要低下 

 

【観光基盤】 

・新型コロナウイルス感染拡大による店舗休業 

・新型コロナウイルス感染拡大による一次交通減便 

 

【グローバルリスク】 

・新型コロナウイルスの長期化 

・気候変動による災害（豪雨等） 

・他国の社会情勢の変化 
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（３）ターゲット 
○ターゲット層  

広島県内在住のファミリー層 

○選定の理由 

隣接する広島市から車で 1時間足らずで来訪可能であり、広島市が約 120万人の人口を有してい

ることからも一定の市場規模が見込める。今年度実施した観光実態調査において、東広島市の在住

者で観光をした人のうち、家族（未成年の子）が３８．２％を占めており、市内で創出されるコン

テンツの多くが体験型であることから、子ども（小学生を想定）を持つファミリー層との親和性が

高いため。 

○取組方針 

 市内には体験型観光、産業ツーリズム、エコツーリズムなどにつながる多彩な観光資源がある。

観光事業者のほか、農業事業者、漁業事業者、製造事業者及び学生など観光の枠組みを超えた多彩

な市民を巻き込み、地域にある多彩な観光資源、特産品を観光コンテンツとして幅広く創出する。 

○ターゲット層  

ビジネスユースでの市内来訪者 

○選定の理由 

 市内には大手企業の大規模工場や中国地方の拠点としての企業立地が多く、広島空港や新幹線東

広島駅を利用するビジネスユースでの来訪機会が多い。今年度実施した観光実態調査において、東

広島市の主な来訪目的で、県内在住者の２１.７％、県外在住者の２８.８％がビジネス目的であ

り、市内のビジネスホテルも全国屈指の高い稼働率となっており、ビジネスユース来訪者に対する

観光消費機会を創出できる可能性があるため。 

○取組方針 

 市内の工業団地等に往来するビジネス関係者をターゲットとして、飲食業による食のコンテンツ

の提供や、日本酒を楽しむ場を創出する等、ビジネス関係者の行動特性に応じた観光コンテンツを

創出する。 

○ターゲット層  

 市内 4大学の関係者 

○選定の理由 

 東広島市は、広島大学をはじめとする 4大学が立地する学園都市であり、学生や留学生・教授等

が在住している。広島大学の学生は１万人を超えており、そのうち約７割が県外（入学者選抜結果

情報）であり、家族や関係者の来訪も多い。それら大学関係者に対する観光消費機会を創出できる

可能性があるため。 

○取組方針 

 市内大学で実施される日本酒大学や、学生・留学生が主体となって企画・実施するコンテンツに

よって、学生や市民が地域の資源、歴史・文化等の価値を発見し、学び、体験する市内観光を促

し、観光消費につなげる。また、外国人市民や留学生からの情報発信をすることでインバウンド誘

客につなげる。 

 

（４）観光地域づくりのコンセプト 

①コンセプト 多彩な観光を市民共創によって創造し続ける「東広島観光エコシステム」の形成 

②コンセプト

の考え方 

 東広島市は、市内産業における観光産業の位置づけは決して高くはないもの

の、日本酒や、豊かな自然、食資源があるなど、観光地域づくりによる地域の活

力を創出する可能性がある。持続的な観光地域づくりに向けて、観光地域づくり

に必要な担い手を発掘・育成していきつつ、同時に地域資源を観光コンテンツと

して開発したものが市場のニーズを満たしていることが不可欠であり、市民や来

訪者が観光地域づくりの担い手にもなる市民共創型の観光地域づくり（東広島観

光エコシステムの形成）をコンセプトとする。 



（別添）様式１ 

11 

 

東広島観光エコシステムでは、観光消費ターゲットである市民や来訪者がＳＮ

Ｓ等でプロモーションをすることで、その人が触媒となって新たな顧客を形成す

るとともに、体験交流型観光の参加を通じて観光地域づくりの関係人口として観

光資源ホルダーと共に観光コンテンツを磨き上げる役割を担い、そこで生まれた

つながりによって市民や来訪者が観光産業の新たな担い手にもなっていく。この

ように観光産業の創出と関係人口の拡大をスパイラルアップさせていくことで、

東広島観光エコシステムを形成させていく。 

 

５. 関係者が実施する観光関連事業と戦略との整合性に関する調整･仕組み作り、 

プロモーション  
 

項目 概要 

戦略の多様な関係者と

の共有 

「東広島市観光推進会議」での関係者への戦略共有 

 地域の多様な関係者が参画する東広島市観光推進会議（2回/年）にお

いて、各関係者の持つ課題や懸念事項、またその解決策について意見交

換し、観光推進戦略を共有。 

観光客に提供するサー

ビスについて、維持･

向上・評価する仕組み

や体制の構築 

・コンテンツのテーマごと、又はエリアごとに観光協会、商工会、漁

協、農協、酒蔵等の事業者と協議する場づくりを行い、学生も企画等に

参画する「市民共創」によるコンテンツ開発に取り組む。 

・東広島市の特性を活かした観光地域づくりに向け、コンテンツ開発テ

ーマは以下のとおりとする。 

① 本市随一の特産品である日本酒関連コンテンツ 

② 山や海など自然や田園を活用した体験型観光 

③ 製造業や食品加工業等と連携した産業ツーリズム 

④ 大学等の知見を活かしたエコツーリズム 

観光客に対する地域一

体となった戦略に基づ

く一元的な情報発信･

プロモーション 

全国やグローバルレベルで情報発信できる日本酒関連の観光コンテンツ

と圏域（広島県内・東広島市内）内への訴求が中心となる体験観光等の

観光コンテンツをターゲットセグメントに応じてプロモーション戦略を

構築。 

 

【日本酒関連コンテンツ】 

日本酒関連コンテンツについては、東広島日本酒 10の WEBサイトに情

報を一元化し、蔵元や杜氏の SNSや各蔵が発行するメルマガ等により情

報拡散を行う。 

 

【日本酒関連以外の観光コンテンツ】 

ディスカバー東広島公式 WEBサイトに情報を一元化し、SNSユーザー層

ごとに、情報を拡散する。観光来訪者等をディスカバー東広島の公式

LINEの友だちとしてストックすることで、今後の情報発信対象となる母

集団を形成する。 

 

６. ＫＰＩ（実績・目標） 

（１）必須ＫＰＩ 

指標項目  
2019 

（Ｒ１）

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

●1人当たり 

観光消費額 

目

標 

 4,000 4,000 4,000 4,085 4,170 

（ ） （-） （-） （-） （-） （-） 



（別添）様式１ 

12 

 

※速報値 

目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 

【検討の経緯】 

「東広島観光総合戦略」（目標年度：令和 4年）および「第五次東広島市総合計画」（目標年度：令

和 6年）で設定されている目標値との整合性を取りつつ、「旅前」「旅中」「旅後」におけるカスタ

マージャーニーを鑑み、それぞれ以下の項目にて目標値を設定し、測定する。 

「旅前」・・・WEBサイトアクセス数（ディスカバー東広島、日本酒 10） 

 「旅中」・・・総観光客数、宿泊者数、1人当たり観光消費額 

 「旅後」・・・来訪者満足度、リピーター率 

「1人当たり観光消費額」「宿泊者数」「来訪者満足度」「リピーター率」については必須 KPIとし、

「WEBサイトアクセス数」「総観光客数」はその他の目標として位置付ける。 

また、オーバーツーリズムによって市民生活の満足度を毀損しないよう「市民満足度」を、その他

の目標に加える。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●1人当たり観光消費額 

「東広島市観光総合戦略」の目標値と整合を取り、令和４年を目標年次として、4,000円と設定して

いる。令和 5年以降については、「第五次東広島市総合計画」にて令和 6年に 4,170円と目標を設

定しており、その達成に向けた目標値を設定した。 

 

●宿泊者数 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大・長期化の影響により、宿泊需要が低下しているが、令和 4

年に、コロナ前（令和元年）の水準にまでの回復を目指す。令和 5年以降については、コロナ前

（令和元年）の数値が高い客室稼働率を誇っているため宿泊余力が大きくなく、また新規建設や大

幅な増床予定のホテルもないことから、令和元年実績値から約 5％の増加を目指す。 

 

●来訪者満足度 

来訪者に関する満足度調査は、令和 3年度に初めて実施。市内の複数の観光スポットでの「大変満

足」「満足」の合計値を計測する。令和 3年の速報値の水準を基に、毎年 2％アップを目標に設定す

る。 

 

●リピーター率 

リピーター率の調査は、令和 3年度に初めて実施。市内の複数の観光スポットにおける来訪者のリ

ピーター率を計測する。令和 3年の速報値の水準を基に、毎年 2％アップを目標に設定する。 

 

（円） 実

績 

3,960 3,704 4,111    

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 

●宿泊者数 

（千人泊） 

目

標 

 300 450 600 620 620 

（ ） （1） （3.7） （5） （5.4） （5.4） 

実

績 

612 505 438    

（11） （3） （0.5） （ ） （ ） （ ） 

●来訪者満足度 

（％） 

目

標 

  80.0 81.6 83.2 84.8 

（ ） （ ） （-） （-） （-） （-） 

実

績 

N/A N/A 79.8    

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 

●リピーター率 

（％） 

目

標 

  88.0 89.8 91.6 93.4 

（ ） （ ） （-） （-） （-） （-） 

実

績 

N/A N/A 88.1    

（-） （-） （ ） （ ） （ ） （ ） 
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（２）その他の目標 

 

指標項目及び目標数値の設定にあたっての検討の経緯及び考え方 
【検討の経緯】 

（再掲） 

「東広島観光総合戦略」（目標年度：令和 4年）および「第五次東広島市総合計画」（目標年度：令

和 6年）で設定されている目標値との整合性を取りつつ、「旅前」「旅中」「旅後」におけるカスタ

マージャーニーを鑑み、それぞれ以下の項目にて目標値を設定し、測定する。 

「旅前」・・・WEBサイトアクセス数（ディスカバー東広島、日本酒 10） 

 「旅中」・・・総観光客数、宿泊者数、1人当たり観光消費額 

 「旅後」・・・来訪者満足度、リピーター率 

「1人当たり観光消費額」「宿泊者数」「来訪者満足度」「リピーター率」については必須 KPIとし、

「WEBサイトアクセス数」「総観光客数」はその他の目標として位置付ける。 

また、オーバーツーリズムによって市民生活の満足度を毀損しないよう「市民満足度」を、その他

の目標に加える。 

 

【設定にあたっての考え方】 

●市民満足度 

東広島市民に対する市民満足度調査から、「住み心地」の「大変住みやすい」「どちらかといえば済

みやすい」の合計値を計測する。オーバーツーリズムがこうした市民の「住み心地」を低下させな

いよう、令和 2年の実績値の水準を維持することを目指す。 

 

●WEBサイトのアクセス数 

ディスカバー東広島公式 WEBサイト（令和 3年 4月実装）と東広島日本酒 10WEBサイト（令和 4年

1月実装）のアクセス数の和を計測する。令和 3年の実績値を年換算し、令和 4年以降は、年 10％

アップを目標に設定する。 

 

●総観光客数 

「東広島市観光総合戦略」の目標値と整合を取り、令和 4年を目標年次として、3,100千人と設定し

ている。令和 5年以降については、「第五次東広島市総合計画」にて令和 6年に 3,184千人と目標

を設定しており、その達成に向けた目標値を設定した。 

 

７. 活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し  

指標項目  
2019 

（Ｒ１）

年度 

2020 

（Ｒ２） 

年度 

2021 

（Ｒ３） 

年度 

2022 

（Ｒ４） 

年度 

2023 

（Ｒ５） 

年度 

2024 

（Ｒ６） 

年度 

●市民満足度 

（％） 

目

標 

  80.0 80.0 80.0 80.0 

（ ） （ ） （-） （-） （-） （-） 

実

績 

73.7 78.7 77.8    

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 

●WEBサイトのア

クセス数 

（回） 

目

標 

  45,000 80,000 88,000 96,000 

（ ） （ ） （ ） （-） （-） （-） 

実

績 

N/A N/A 73,132    

（-） （-） （-） （ ） （ ） （ ） 

●総観光客数 

（千人） 

目

標 

 1,000 2,000 3,100 3,142 3,184 

（ ） （1） （8） （15） （15） （15） 

実

績 

2,814 1,957 1,752    

（14） （3） （2） （ ） （ ） （ ） 
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（１）収入 

年（年度） 総収入（円） 内訳 

2019（Ｒ１）年度 法人設立前のため実績なし  

2020（Ｒ２）年度 53,899,922円 【市補助金・負担金】51,590,694円 

【事業収入】           911,060円 

【その他収入】       1,398,168円 

2021（Ｒ３）年度 108,944,034円 【市補助金・負担金】58,046,682円 

【事業収入】        50,827,187円 

【その他収入】         70,165円 

2022（Ｒ４）年度 146,909,000円 【市補助金・負担金】66,726,000円 

【事業収入】        80,183,000円 

2023（Ｒ５）年度 155,036,000円 【市補助金・負担金】66,726,000円 

【事業収入】        88,310,000円 

2024（Ｒ６）年度 163,867,000円 【市補助金・負担金】66,726,000円 

【事業収入】        97,141,000円 

 

（２）支出 

年（年度） 総支出 内訳 

2019（Ｒ１）年度 法人設立前のため、実績なし  

2020（Ｒ２）年度 50,989,128円 【一般管理費】     18,224,481円 

【調査分析】        2,436,653円 

【コンテンツ開発】  2,364,400円 

【プロモーション】 27,320,383円 

【事業支出】          643,201円 

2021（Ｒ３）年度 100,030,000円 【一般管理費】     37,909,000円 

【調査分析】        2,500,000円 

【コンテンツ開発】 14,000,000円 

【プロモーション】  9,915,000円 

【事業支出】       35,706,000円 

2022（Ｒ４）年度 140,190,000円 【一般管理費】     44,569,000円 

【調査分析】        3,080,000円 

【コンテンツ開発】 11,950,000円 

【プロモーション】 11,894,000円 

【事業支出】       68,697,000円 

2023（Ｒ５）年度 147,618,000円 【一般管理費】     45,035,000円 

【調査分析】        3,080,000円 

【コンテンツ開発】 11,950,000円 

【プロモーション】 11,894,000円 
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【事業支出】       75,659,000円 

2024（Ｒ６）年度 155,690,000円 【一般管理費】     45,541,000円 

【調査分析】        3,080,000円 

【コンテンツ開発】 11,950,000円 

【プロモーション】 11,894,000円 

【事業支出】       83,225,000円 

 

（３）自律的･継続的な活動に向けた運営資金確保の取組･方針 
東広島市のふるさと納税の受注・発送管理業務を成果連動型での受託することで自律的・継続的な

活動に向けた運営資金の確保を図っている。 

 

８. 観光地域づくり法人形成･確立に対する関係都道府県･市町村の意見 

 

東広島市は、一般社団法人ディスカバー東広島を当該市における地域 DMOとして登録したいので一

般社団法人ディスカバー東広島とともに申請します。 

 

９．マーケティング･マネジメント対象区域が他の地域連携ＤＭＯや地域ＤＭＯ

と重複する場合の役割分担について（※重複しない場合は記載不要） 

 

マーケティング・マネジメント対象区域（東広島市）は、他の地域連携 DMOや地域 DMOと重複しな

い。 

 

１０. 記入担当者連絡先 

 

担当者氏名 緒方 智子 

担当部署名（役職） プロダクトマネージャー 

郵便番号 739-0043 

所在地 東広島市西条西本町 28番 6号 

電話番号（直通） 082-493-5815 

ＦＡＸ番号 082-493-5816 

Ｅ－ｍａｉｌ dehinfo@east-hiroshima.info 

 

１１. 関係する都道府県･市町村担当者連絡先 

 

都道府県･市町村名 広島県東広島市 

担当者氏名 丹下 和貴 

担当部署名（役職） 産業部 ブランド推進課 課長 

郵便番号 739-8601 

所在地 広島県東広島市西条栄町 8番 29号 



（別添）様式１ 

16 

 

電話番号（直通） 082-426-3093 

ＦＡＸ番号 082-422-5805 

Ｅ－ｍａｉｌ hgh200941@city.higashihiroshima.lg.jp 

 



項目
2019
（R1）
年度

2020
（R2）
年度

2021
（R3）
年度

2022
（R4）
年度

2023
（R5）
年度

2024
（R6）
年度

1人当た
り観光
消費額

(円)

目標
4,000 4,000 4,000 4,085 4,170

( ) (-) (-) (-) (-) (-)

実績
3,960 3,704 4,111

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

宿泊者
数

(千人
泊)

目標
300 450 600 620 620

( ) (1) (3.7) (5) (5.4) (5.4)

実績
N/A 505 438

(N/A) (3) (１) (  ) (  ) (  )

来訪者
満足度

(％)

目標
80.0 81.6 83.2 84.8

( ) (  ) (-) (-) (-) (-)

実績
N/A N/A 79.8

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

リピー
ター率
(％)

目標
88.0 89.8 91.6 93.4

( ) (  ) (-) (-) (-) (-)

実績
N/A N/A 88.1

(-) (-) (-) (-) (-) (-)

法人名：一般社団法人ディスカバー東広島

【区域】 東広島市
【設立日】 令和2年6月10日
【登録日】 令和4年3月28日
【代表者】 高垣 広徳
【マーケティング責任者（CMO）】 青山 真也
【財務責任者（CFO）】 河本 辰也
【職員数】 13人
（常勤6人（正職員4人、出向等2人）、非常勤7人）
【連携する主な事業者】
東広島市観光協会、福富町観光協会、
安芸津町観光協会、東広島商工会議所、黒瀬商工会、
広島県央商工会、安芸津町商工会
西条酒造協会、東広島日本酒連絡協議会

（多彩な観光を市民共創によって創造し続ける「東広島観光エコシステム」の形成）

合意形成の仕組み

登録区分名：地域ＤＭＯ

法人のこれまでの活動実績

【観光資源の磨き上げ】
〇日本酒関連コンテンツ連携体制の構築
〇自然体験型コンテンツ
・農産物収穫体験ツアーの企画開発
・マリンアクティビティ体験ツアーの企画開発
〇産業観光コンテンツ
・小学生向け夏休み仕事体験ツアーの企画開発
〇学生による市内観光周遊コンテンツの企画・実施
〇ふるさと納税制度を活用した商材開発
【情報発信・プロモーション】
・地域メディアと連動した情報発信
・オリジナルハッシュタグを活用した情報の一元化
・学生と連携した情報発信（まちの広報部）
・公式LINEを活用した顧客形成
・日本酒の消費キャンペーンと連動したプロモーション
【受入環境の整備】
・西条酒蔵通りのサインリニューアル計画
・西条酒蔵通りの案内パンフレットの多言語化（中国・
台湾・韓国・タイ・インドネシア）

戦略

【該当する登録要件】 ②
【概要】
観光関係団体、商工関係団体、交通事業者、飲食
関連団体、学術研究機関、酒造協会、行政が参画
する「東広島市観光推進会議」を東広島市が設置。
ディスカバー東広島が会議体の運営を担当。

【主なターゲット】
①広島県内在住のファミリー層
②ビジネスユースでの市内来訪者
③市内4大学の関係者
【ターゲットの誘客に向けた取組方針】
①観光事業者のほか、農業・漁業・製造事業者や学生など観光の枠組みを超
えた多彩な市民を巻き込み、地域にある多彩な観光資源、特産品を、観光コン
テンツとして幅広く創出する。
②市内の工業団地等に往来するビジネス関係者をターゲットとして、飲食業に
よる食のコンテンツの提供や、日本酒を楽しむ場を創出する等、ビジネス関係
者の行動特性に応じた観光コンテンツを創出する。
③市内大学で実施される日本酒大学や、学生・留学生が主体となって企画・実
施するコンテンツによって、学生や市民が地域の資源、歴史・文化等の価値を
発見し、学び、体験する市内観光を促し、観光消費につなげる。また、外国人
市民や留学生からの情報発信をすることでインバウンド誘客につなげる。

実施体制

観光関連事業者と戦略との整合性に
関する調整・仕組み作り、プロモーション

・コンテンツのテーマごと、又はエリアごとに観光協会、商工会、漁協、農協、
酒蔵等の事業者と協議する場づくりを行い、学生も企画等に参画する「市民共
創」によるコンテンツ開発に取り組む。
・東広島市の特性を活かした観光地域づくりに向け、コンテンツ開発テーマは
①本市随一の特産品である日本酒関連コンテンツ②山や海など自然や田園
を活用した体験型観光、③製造業や食品加工業等と連携した産業ツーリズム、
④大学等の知見を活かしたエコツーリズムとする。
・広域に情報発信する日本酒関連の観光コンテンツと近隣に情報発信する体
験観光等のコンテンツをターゲットセグメントに応じてプロモーション戦略を構
築し、地域メディア等と連携してプロモーションを実施する。

活動に係る運営費の額及び調達方法の見通し

【総収入】 109百万円（令和3年度）
（市補助金・負担金58百万円、事業収入51百万円）
【総支出】 98百万円（令和3年度）
（一般管理費33百万円、活動費20百万円、事業支出45百万円）

【自律的・継続的な活動に向けた運営資金確保の取組・方針】
東広島市のふるさと納税の受注・発送管理業務を成果連動型で
受託することで自律的・継続的な活動に向けた運営資金の確保を図る。

マーケティング・マネジメントする区域

ＫＰＩ（実績･目標）

記入日： 令和4年11月7日

東広島市観光推進会議の実施により、観光政策の方向性
や戦略の合意形成を図り、エリア別・テーマ別のワーキン
ググループで連携事業者と実務的な協議を行う。

【主な観光資源】
全エリア共通
・食（日本酒、農産物、海産物等）
・自然（田園等）
西条エリア
・西条酒蔵通り
・西条酒まつり
県央エリア
・体験型観光（酪農等）
黒瀬エリア
・産業観光
安芸津エリア
・体験型観光
（マリンアクティビティ等）


