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（１）本事業について

１） 業務の目的

観光ビジョン推進中国ブロック戦略会議・観光資源魅力向上ＷＧにおいて、「文化財の観光資源としての活用
促進」が課題としてあげられている。また、訪日外国人旅行者の消費動向はモノ消費からコト消費へと変動し
ているなか、地方部での滞在時間を延ばすためには体験型プログラムの充実は必須となっている。

本調査では、座禅・写経・精進料理・宿坊など日本文化を体験できる神社、寺などの基礎調査を実施し、かつ
近隣地域の観光資源など組み合わせ、訪日外国人旅行者の地方部での滞在時間の増加につながるモデル事例の
形成及び情報発信による誘客促進を図るものである。

2

２） 業務の内容

文化財の観光資源としての活用促進による訪日外国人旅行者の地方部での滞在時間の増加を図る。

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査

１）現地調査（座禅、写経、精進料理、ヨガ、宿坊等の体験メニューがある寺社）
調査項目：体験メニュー、予約方法、対応人数、実施日・時間、外国語対応、受入意向、アクセス

２）周辺の観光資源（文化財を含む）の情報（見どころ、アクセス等）
３）周辺宿泊施設（古民家、農泊、ゲストハウス等）
調査項目：施設概要、予約方法、対応人数、外国語対応、アクセス

４）体験メニューのある寺社に訪れている観光客、参加者等へのヒアリング調査
調査項目：属性、居住地、滞在期間、アクセス方法、情報収集方法、その他立ち寄った観光施設

（２）モデルコースの提案と検証
上記、（１）の調査結果を踏まえて、日本文化を体験できる２０コース以上のモデルコース（日帰り、
宿泊）の提案及びモニターによる１泊２日のモデルコース２コースの検証を行う。

１）モニターは、日本に在住する在日外国人（英語圏１名以上含む）を対象
２）在日外国人モニターによる旅行中または旅行後、ＳＮＳにより各モニターから発信する。
３）参加した在日外国人モニターに対し、現地の移動容易性（利便性）や観光地の受入体制に係る評価
等を内容とするアンケート調査を実施すること。

４）結果をもとに、日本文化を体験するメニューによって、外国人観光客の地方部での滞在時間増加を
促進するうえでの課題・メニュー作成時のポイント等をまとめる。

（３）情報発信
上記、（１）（２）を踏まえて体験メニュー（コンテンツ）やモデルコースを利用者目線で取りまとめ、ホ
ームページでの掲載や、観光案内所での案内を行うためにリーフレット（日本語版・英語版）を作成する。

１）ホームページ掲載
マーケティング調査とモニターツアーの結果からモデルコース、モデルコース内体験商品等を
Webに掲載。

２）リーフレット作成
日本語版、英語版



２．実施内容
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１）-１‐１ 調査１の手法

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
１）現地調査 １）－１ 調査１：体験メニューがある寺社調査

◎座禅体験：23寺社
大聖院／呉坐禅道場／一華寺／道心寺／宗宇山少林寺の座禅道場／安芸国分寺／勝運寺／寿桶寺
寿福寺／修繕院／文裁寺・子育て観音／康徳寺／修善院／法常寺／宗光寺／佛通寺／雲龍寺／善昌寺
天寧寺／光信寺／永聖寺／神勝寺／安国寺

◎写経体験：14寺社
専立寺／大聖院／一華寺／文裁寺・子育て観音／法常寺／大善寺／宗光寺／極楽寺／佛通寺／西國寺
光信寺／永聖寺／福禅寺対潮楼／神勝禅寺

◎法話：14寺社
一華寺／寿桶寺／修繕院／文裁寺・子育て観音／康徳寺／雲龍寺／善昌寺／吉井寺／光信寺
永聖寺／神勝禅寺／明王院／福禅寺／龍洞山真宗寺

◎精進料理：6寺社
蓮光寺／淨謙寺／一華寺／安芸国分寺／光信寺／神勝寺

◎ヨガ：5寺社
一華寺／雲龍寺／安楽寺／釈迦院／光信寺

◎宿坊：4寺社
道心寺／安芸国分寺／光信寺／神勝禅寺

◎護摩行：7寺社
大聖院／源宗坊寺／安芸国分寺／吉井寺／浄土寺／西國寺／明王院

◎その他：29寺社
専立寺 数珠作り／教龍寺生け花・囲碁／大聖院 剣道体験／徳寿寺 日本文化体験まとめて体験セット／
西善寺 ろうそく・障子張り・こんにゃく・日本料理作り体験／法専寺 におい作り体験・障子張り体験／
常然寺 におい作り体験・障子張り体験／道教寺 障子張り体験／空鞘稲生神社 殺陣体験／
厳島神社 シーカヤック・SUP・遊覧船／三滝寺 サイクリングガイドツアーの一環／
光源寺 寺子屋・精進料理の会・えたじま手づくり市／西教寺 イベント（あーとふる大朝）／
教得時 イベント（コンサート）／淨謙寺 イタリアン精進料理／安芸国分寺 寺子屋／明顕寺 コーラス
修繕院 クロスカントリーコース体験／文裁寺 子育て観音・腹話術・ひょうたんランプ作り／
康徳寺 茶礼／極楽寺 見学／十輪院 火渡り秘法／浄土寺 お守りづくり・七仏めぐり／
西國寺 七仏めぐり／天寧寺 七仏めぐり／持光寺 にぎり仏・七仏めぐり／大山神社 自転車お祓い／
宝土寺 七仏めぐり／大山寺 七仏めぐり／海龍寺 七仏めぐり／光信寺 茶道体験・気功体験／
亀鶴山八幡神社、鶴岡八幡神社など 神楽体験／神勝禅寺 うどん体験／阿伏兎観音 シーカヤック／

１）-１‐２ 調査１の結果

・アンケート回収率 91％（＝56/61団体回収）→70の寺社の情報を収集
・何かの体験を実施している寺社 60か所（86％）

・広島の寺社の実態と寺社体験のポテンシャルを調査するために広島県内の観光課や観光協会などの61団体
にアンケート調査を実施

・アンケート実施時期：9月～10月
・アンケート方法：メールにてアンケート表を送付回収
・アンケート質問項目：寺社名、可能な体験、言語対応（英語、中国語、韓国語、その他言語）

定期的な体験、現状の外国人受け入れ状況

4



１）-２-１ 調査２の手法

・一次調査の結果より、ガイドやツール等での言語対応ができると回答のあった、外国人対応可能性が高い
寺社を19か所を選定し、二次調査を実施

・ヒアリング実施時期：10月
・ヒアリング方法：寺社への電話によるヒアリング調査
・ヒアリング質問項目：外国人受け入れ意欲、外国人への体験提供実績、外国語対応

１）-２-２ 調査２の結果

◆実績
◎体験として外国人受け入れ実績の多い寺社
・大聖院（月数名程度）
・徳寿寺（月100名程度）
・厳島神社（シーカヤック：月数人程度、遊覧船：月10人以上）
・空鞘稲生神社（実績は伏せるが日本人の参加者はあまりいない）
・一華寺（年数回程度）
・勝運寺（月数人程度）
・浄土寺（月数人程度）
・光信寺（外国人モニターツアー受け入れ予定）
・神勝寺（実績は伏せる）
・福禅寺（多少はいる程度）
・阿伏兎観音（月数人程度）

◎寺社自体に訪れる外国人が多いと回答した寺社
大聖院／徳寿寺／空鞘稲生神社／厳島神社／三滝寺／神勝寺（年378名）

◆言語対応
◎寺社のみで外国人対応ができる寺社
徳寿寺（民間団体okeiko japanが入っている）、一華寺（住職のみ）、神勝寺（水木金にドイツ人の和尚様
が対応）、光信寺（今後ガイドを準備予定）

◎外部団体（民間事業者やガイド）により外国人対応ができる寺社
大聖院（ガイドを手配しての剣道や護摩行体験）、厳島神社（海を生かした遊覧船やシーカヤック、SUP体
験）、空鞘稲生神社（殺陣体験）、三滝寺（サイクリングガイドツアーの一環）、善昌寺（ガイド団体と連
携）、吉井寺（ガイド団体と連携）、阿伏兎観音（ガイド団体と連携）

※その他の寺社については寺社側から言語対応はしていないが、言語対応できる外国人（日本語が話せるor
ガイドを自分で準備している）なら受け入れは可能

◆体験内容
・海外向けの高付加価値型の商品づくりができていない

◆今後のインバウンド意欲
・受け入れ実施のある寺社18か所において半分の9か所の寺社で外国人受け入れ意欲は高い
・各寺社にある地域らしさやユニークな体験をポテンシャルと感じている
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１）-２-２ 調査２の結果

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
１）－２ 調査２：外国人対応ができる可能性の高い寺社を調査

◆調査実施した寺社一覧

寺社名 住所
言語対応

その他外国人
対応

日本人へ
の体験提
供実績

外国人へ
の体験提
供実績

外国人受け入
れ意欲

体験の課題感
や今後の展望ガイド対応

外国語版のツー
ル

大聖院
広島県
廿日市
市

なし なし

通訳がいれ
ば外国人の
受け入れ可
能

人数はわ
からない

人数はわ
からない

通訳がいれば
外国人の受け
入れ可能

今はわからな
いので答えら
れない

徳寿寺
広島県
廿日市
市

英語：外部
ガイドと提
携

なし
英語が話すこ
とができるの
であれば可能

国内向け
には展開
していな
い

100人以上
/ 月

積極的に受け
入れたい

今後欧米を中
心に受け入れ
ていきたい

安鞘稲生
神社

広島県
中区

なし
英語：お参りの仕
方や手水の作法
について表記

英語を話す人
であれば対応
可能

日本人は
あまりい
ない

ほぼ外国
人

積極的に受け
入れていきたい

少しずつ英語
表記のものを
増やしていき
たいと考えて
いる

厳島神社
広島県
廿日市
市

英語：あり
英語：スマートフ
ォン用説明サイト
あり

通訳の方が
一緒に来てく
れれば可能

日本人が
殆どを占
めていて、
月20組
程度

年2組程度
積極的に受け
入れたい

今後欧米を中
心に受け入れ
ていきたい

三滝寺
広島県
西区

英語：あり なし
通訳の方が
一緒に来てく
れれば可能

日本人は
あまりい
ない
ほぼゼロ

月15名程
度

積極的に受け
入れたい

今後欧米を中
心に受け入れ
ていきたい

一華寺
広島県
呉市

英語：あり なし
住職のみ英
語対応可能

月20人
程度

年数回程
度

積極的に来て
欲しいとは思わ
ないが、来るも
のは拒まない

住職のみ英語
対応可能なの
で、今後は難
しい

勝運寺
広島県
竹原市

なし
英語・韓国語・中
国語・フランス
語：パンフレット

通訳同伴もし
くは日本語が
少しわかる方
なら受け入れ
る

10人 / 週 数人 / 月

積極的に増やし
たいわけではな
いが、来ていた
だけるなら受け
入れる

ウーファーで
滞在している
人が訪れるこ
とが多い

善昌寺
広島県
府中市

英語：⚪
（中学生が
ボランティ
アガイドを
することが
ある）
韓国語・中
国語：⚪

英語・韓国語・中
国語・その他：パ
ンフレット・音声
ペンガイド

英語がわかる
なら可

なし

ツアーで訪
れる人が
多いので、
現状では
体験時間
が取れな
い

積極的に受け
入れたい

京都や奈良で
よく多くの寺社
を見てから広
島を訪れる人
が多い、広島
の寺社の魅力
は何か？

吉井寺
広島県
府中市

英語：あり
英語・韓国語・中
国語：音声ペン

英語が話せる
のであれば可
能

なし なし
積極的に受け
入れたい

周辺に宿泊施
設がないので、
ゲストハウス
を検討中
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寺社名 住所
言語対応 その他

外国人
対応

日本人への
体験提供実

績

外国人への
体験提供実

績

外国人受け入
れ意欲

体験の課題感や今後
の展望ガイド対応

外国語版の
ツール

浄土寺
広島県
尾道市

なし なし
通訳同
伴なら
可

数人 / 月 数人 / 月
積極的に受け
入れたい

仏教やお守りについて
の説明を、理解しても
らうのが難しいことが
ある

天寧寺
広島県
尾道市

なし

英語・韓国
語・中国語：
音声案内あ
り

なし

体験開始時
間が早いため、
尾道の方、広
島県の方が
多い

あまり座禅を
体験される
方は見られ
ない

特に問題と感
じることはない

会話ができれば

持光寺
広島県
尾道市

なし

英語・韓国
語・中国語：
音声案内あ
り

なし
2名、4名で来
られることが
多い

外国人観光
客はめった
に来ない

家族に英語を
話せるものが
いないため、
言語対応にな
れば、受け入
れも可能

直接ガイドができない
ため、一度国内の知人
経由で調整し、そこか
ら外国人ガイドをしても
らうという手間がかか
る

宝土寺
広島県
尾道市

なし

英語・韓国
語・中国語：
音声案内あ
り

なし

七仏めぐりの
多くは日本人
が実施してい
るのではない
か

外国人は宗
教上の理由
で、あまり興
味を示さない
のではない
か

外国人に対し
て何かしらの
対応をすること
は考えていな
い（今の所は）

同上

大山寺
広島県
尾道市

なし

英語・韓国
語・中国語：
音声ガイドあ
り

なし 変化なし

外国人は宗
教上の理由
で、あまり興
味を示さない
のではない
か

外国人に対し
て何かしらの
対応をすること
は考えていな
い（今の所は）

同上

海龍寺
広島県
尾道市

なし

英語・韓国
語・中国語：
音声ガイドあ
り

なし 変化なし

外国人は宗
教上の理由
で、あまり興
味を示さない
のではない
か

外国人に対し
て何かしらの
対応をすること
は考えていな
い（今の所は）

同上

光信寺
広島県
神石郡

英語：ガイ
ドの方を用
意する予定
中国語：職
場にいるの
で対応も状
況によって
は対応可
能

英語：パンフ
レットを用意
中

なし
社員旅行や
宿泊ツアーの
実績

11月中旬に
観光協会と
連携してモニ
ターツアーを
実施予定

意欲的に受け
入れ

今後ツアー内容の詳
細について詰めていく

１）-２-２ 調査２の結果

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
１）－２ 調査２：外国人対応ができる可能性の高い寺社を調査

◆調査実施した寺社一覧
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１）-２-２ 調査２の結果

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
１）－２ 調査２：外国人対応ができる可能性の高い寺社を調査

◆調査実施した寺社一覧

寺社名 住所

言語対応
その他外国人

対応

日本人への
体験提供実

績

外国人への
体験提供実

績

外国人受け入
れ意欲

体験の課題感や
今後の展望

ガイド対
応

外国語版のツ
ール

神勝禅
寺

広島県
福山市

なし
英語：ガイドブ
ックを用意

座禅の仕方な
どの説明の用
紙を用意して
いる/週の後
半に英語ので
きる方が来る
ことが多い

多い 多い ある 言語対応に不安

福禅寺
対潮楼

広島県
福山市

なし

英語：寺のパン
フは英語版が
ある（写経の場
所にはない）
韓国語・中国
語：パンフレット
フランス語：別
途雑誌をレンタ
ルしている

なし
写経は多く
ないが、何
人かいる

写経をして
いる外国人
はあまりい
ない

受け入れに対
して抵抗はな
い

特に課題は感じ
ていない

阿伏兎
観音

広島県
福山市

英語：ガ
イド

なし なし 月数十人
月間数人程
度

ある
日本人が少なくな
る平日は外国人
を取り込みたい



１）－２－３ 調査１、調査２の総括

◎POINT１：中国地方の寺社は外国人観光客を受け入れる体制が整っていない

◎POINT２：どの寺社体験が外国人にニーズがあるのか明らかでない

◎方針１：受け入れ体制を向上のために外国人のニーズを調査する
→どのような言語対応、時間、場所、金額であったら寺社体験をやりたいか

◎方針２：外国人にとって「広島」でやりたい寺社体験は何か調査
→広島の歴史や文化のストーリーに関わる体験はどの程度ニーズがあるのか
→広島でもオーソドックスな「定番」の寺社体験にニーズはあるのか

１）－２ー４ 調査１、調査２を踏まえた今後の調査方針

・寺社体験を行える寺社数は一定数ある（体験実施寺社割合：86％（＝60か所/70か所））
積極的に今後外国人を受け入れていきたいと回答した寺社が9か所
（※外国人受け入れ実績のある寺社18か所に質問）
・外国人に向けた対応が十分ではない（言語対応可能な寺社の割合：26％（＝18か所/70か所））

寺社体験を行える寺社が一定数存在するとともに、その中で今後積極的に外国人観光客を受け入れ
ていきたいと回答した寺社も9ヵ所存在した。しかし、言語対応が不十分であることや、そもそも
のコンテンツが外国人観光客にとって魅力に映らない可能性があることから、受入れ体制に課題が
あると考えられる。

・広島では定番の日本文化体験が多く実施されている
（座禅体験：23か所、写経体験14か所、法話：14か所）

(例)京都寺社体験について(※広島より数字的に日本文化体験は充実しているといえる）
座禅体験19か所以上（建仁寺、大徳寺大仙院、圓光寺など）
写経体験20か所以上（東寺、天龍寺、大覚寺など）
茶道体験32か所以上（※寺社以外も含む）

・「広島」でしかできない寺社体験が不足しているのではないか
広島特有の文化や歴史に関わる体験は少ない
（例）原爆からの復興、平清盛が信仰した神の島宮島、情緒あふれるしまなみの風景等

おおよその日本文化体験（寺社体験）は京都で行えるという観念が浸透しており、広島での実施は
外国人観光客とのニーズに沿わないことが懸念される。また、広島特有の文化や歴史に関わる体験
プログラムの不足していることから、広島でできる体験の情報が埋没していると考えられる。
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（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
１）－２ 調査２：外国人対応ができる可能性の高い寺社を調査



（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査

２）-２ 調査３の手法

◎調査概要
・ヒアリング実施時期：

11月18日（日）＠宮島、12月15日（土）＠福山、12月16日（日）＠宮島、1月20日（日）＠尾道
・ヒアリング方法：
広島を実際に訪れている観光客（国内、外国人）に直接ヒアリング

・サンプル数：
外国人サンプル数59（宮島45、福山6、尾道8）
日本人サンプル数36（宮島20、尾道16）

◎ヒアリング質問項目
①回答者属性
・年齢
・性別
・国籍
・旅行形態
・入国場所
・出国場所
・これまでに訪れた場所
・日本滞在日数

②広島に関係する質問
・広島で行った場所
・広島へのアクセス方法
・広島滞在日数
・いつ旅行を決めたかなど

③寺社体験について
・寺社にいったか
・寺社体験の有無
・寺社体験の適正価格
・どのくらい遠くても体験したいか（時間距離）

④検討した体験コンテンツの評価
・体験自体に対する評価（どの程度やりたいか）
・寺社の場所も考慮しての評価（どの程度やりたいか）

２）-１ 調査３の目的

・調査２で見出した19か所の言語対応可能な寺社で体験コンテンツ造成を検討
・その体験を広島を訪れている国内外の観光客にヒアリングして、市場性を調査
・それと共に、広島を訪れる外国人観光客の属性についても調査
・広島におけるオーソドックスな寺社体験のニーズを調査

調査２から見出した19か所の言語対応可能な寺社に訪問し、体験コンテンツの造成を提案・検討を行い、ま
たその体験の市場性を現地に訪れている国内外の観光客にヒアリングを実施。さらに、訪広島外国人観光客
の属性を調査し、広島におけるオーソドックスな寺社体験のニーズを追究する。
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２）-３ 調査３結果

◆回答者調査場所別人数

◆回答者属性年代

◆回答者性別

外国人 日本人 計

宮島 45 20 65

福山 6 0 6

尾道 8 16 24 

計 59 36 95

外国人 日本人 計

10代 4 0 4

20代 17 20 37

30代 11 10 21

40代 10 5 15

50代 8 1 9

60代 8 0 8

それ以上 1 0 1

計 59 36 95

外国人 日本人 計

男性 38 14 52

女性 21 22 43

計 59 36 95

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査

２）-３ 調査３の結果
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（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査

２）-３ 調査３の結果

• 訪広島外国人観光客の割合は、地域単位では突出した地域は観られないものの、国単位ではアメリカ・オ
ーストラリアから3割強訪れている

• 中国全土で換算するとオーストラリアの割合を越すので、隣国からの訪広島の割合は高いと考えられる
• 日本滞在日数では、1週間から2週間の滞在観光客が一番多い中、半数近くが３週間以上滞在する観光客
であり、長期滞在をしている外国人の方が広島に訪れる

• 上記より、広島で長期滞在する訪日外国人が増える可能性は十分にあると考えられる

12

アメリカ

22.8%

オーストラリア

10.5%

中国

8.8% 香港

7.0%



２）-３ 調査３結果

◆回答者属性（国籍、日本滞在日数）

• 回答者の国籍をアンケート場所別に集計
• 大きな違いは見られなかったが、宮島のほうがやはり多くの国から訪れている傾向がみられる

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査

２）-３ 調査３の結果
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アメリカ

23.7%

オーストラリア

15.8%

イスラエル

10.5%

アメリカ

21.1%

中国

15.8%

ノルウェー

15.8%

香港

10.5%

イギリス

10.5%

10.5%

ドイツ

5.3%

フランス

5.3%

インド

5.3%

イタリア



（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査

２）-３ 調査３の結果

◆回答者属性概要

• 広島滞在日数として1日が最も多い。日帰り観光が全体の4割
• 60％以上が2日以下→長期滞在に繋がっていない
• 平和公園、宮島などの有名スポットを巡るだけの観光
• 一方、広島旅行を検討したのは1年前という人の割合が多い
→魅力的な体験コンテンツを造成し、適切な情報発信を行えば、売れる可能性がある
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4日
2.0%

15日

未記入
2.0%

未記入

2.0%

1日

41.1%

2日

21.6%

3日

31.3%

2.0%



◆回答者属性（入国、出国場所）

・多くの回答者は東京か大阪から出国入国を行っている
・また、多くの観光客が入国した場所から出国している傾向も読み取れる

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査

２）-３ 調査３の結果
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（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査

２）-３ 調査３の結果

◆日本旅行での訪問地（外国人）※ヒアリング場所別

• 宮島を訪れる観光客の半数は東京、大阪、京都を同時に訪れているため、ゴールデンルートを周遊して
いると考えられる。従って、寺社体験を造成するときに京都との差別化が重要

• 県内では宮島、平和関連施設（原爆ドーム、平和記念資料館、平和公園）が非常に多く、ほとんど回遊
されていない傾向がある

• 福山・尾道にも一定数の外国人観光客が来ている
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◆これまで寺社にいったか。寺社体験をしたか。

• 約85％の外国人が寺社に行っている
• しかし、88％が寺社体験を行っておらず、あくまで物見遊山的な観光が定着している

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査

２）-３ 調査３の結果
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◆寺社体験をなぜしなかったのかを日本人と外国人で比較

• 6割が「知らなかった」を理由に体験をしておらず、そもそもの情報発信が必要となる
• 金額が高い、時間がないなどの問題点も指摘されている
→コンテンツ造成する際に、時間、価格も十分な考慮が必要
→20代の観光客が多かったことも影響
→ターゲット毎に価格帯の違うプランの準備が望ましいと考えられる

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査

２）-３ 調査３の結果
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◆やってみたい寺社体験は？日本人と外国人で比較

• オーソドックスなお茶体験はやはり人気があることがわかる
• 異文化を理解したいというニーズが強いため、外国人にはガイドツアーも人気である
• 写経は外国人から低い評価を受けているが、そもそも写経という体験自体が伝わりにくいものである
ことも影響していると考えられる

• 宿坊も評価が低いが、高野山の宿坊の評価は高いことから、調査で魅力が十分に伝わっていない可能
性が考えられる。もしくは、宿坊というターゲットを絞る体験だからこそ高価でもわざわざやりたい
というファンを獲得していることも考えられる

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査

２）-３ 調査３の結果
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◆やりたい体験にどれくらいお金を払えるか？日本人と外国人で比較

• 2000～5000円が一般的
→回答者属性の年代から今回の回答者は20代が多く、金銭的に余裕がない状況が考えられる

• 日本人と比べて費用は高くなる傾向

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査

２）-３ 調査３の結果
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◆どのくらい遠くてもやりたいか？日本人外国人比較

• ここには日本人と外国人で差が出た
• 外国人は1時間や2時間以上かかる場所でも行きたいと思う傾向にある
→いいものがあればわざわざ行く傾向

• 日本人は30分程度の移動時間を好む

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査

２）-３ 調査３の結果
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（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査

２）-３ 調査３の結果

◆そもそも寺社体験をやる場所にこだわりがあるのか

• 外国人では京都が40％程度を占めており、その認知度とイメージの高さが伺える
• また、55％の人は寺社体験の場所にはこだわりはないと回答している
→この層に、広島の寺社体験を高付加価値のものとして造成することが有効
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未記入
1.7%



◆体験コンテンツについて

• ガイドやツールなどの何かしらの対応が必要な外国人観光客は65％程度いる
→歴史やストーリー、意味を理解するにはやはり言語対応が望ましい

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査

２）-３ 調査３の結果
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２）-３ 調査３結果

◆体験コンテンツについて
・外国人の魅力的な体験については３、６、９、１４の寺社が高い点を獲得している。
→調査の性質上、体験の価値が伝わりきらず、低価格な体験の評価が単純に高くなってしまっている

※満点4点 4-絶対やりたい、3-まあまあやりたい、2-近ければやりたい、1-やりたくない

※満点4点 4-絶対やりたい、3-まあまあやりたい、2-近ければやりたい、1-やりたくない

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査

２）-３ 調査３の結果

24

(※体験番号は次ページ参照）



（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査

２）-３-１ 調査３のヒアリング調査票
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（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査
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２）-３-１ 調査３のヒアリング調査票



２）-４ 調査３から見えてきた仮説

◎総論

本調査から、寺社のイメージは、京都がそのポジションを担っていることが明確となった。しかし体験のみ

に着目すると、京都でも人気を博しているオーソドックスなお茶体験は、広島でも同様に人気であることが明

らかとなった。しかし京都では、お茶体験が増えたことによる価格競争が激しくなっており、低価格化が進ん

でしまっている現状もある。（そのため、京都や沖縄といった観光地では住民が観光客を求めないといった課

題も発生している）そこで、広島で売れるポテンシャルのある寺社コンテンツとして、以下の2つが考えられ
る。

「日本に来たからにはやっておきたいオーソドックス体験」

「広島でしかできない高付加価値型の体験」

前述の京都の事例のにならないよう、オーバーツーリズムを防ぎ、地域に消費と滞在を産みながら持続的に

広島の観光を成長させるには、そこにしかない地域資源を磨き上げコンテンツ化した「広島でしかできない体

験」が重要であると考えられる。ここで、広島も含まれる「せとうちエリア」に求められる（=せとうちでし
かできない）要素を考える。ゴールデンルートの延長に位置する立地性や近年の外国人トレンドを踏まえると、

ゴールデンルートではできなかった要素、つまり、東京〜大阪で感じられなかった「ゆったり感」「穏やか」

「自分を見つめる」といったものが考えられる。ここからさらに、広島に求められる（＝広島でしかできな

い）テーマに要素分解をすると、①平和 ②宮島 ③アートといった要素が考えられる。

①平和

広島に訪れる外国人の８割近くは広島市にしか訪れていない事実もあり、このことから、広島には豊富な地

域資源があるものの、やはり平和を目的に訪れている層がメインターゲットであると考えられる。この「平和

を感じる」という軸に、寺社体験を絡めることが出来れば、十分誘客するポテンシャルがあると考えられる。

②宮島

京都で寺社を訪れているにも関わらず、宮島にもわざわざ来る外国人は、一般層に比べて文化的関心が高い

層と考えられる。例えば、高い文化性を持つフランスでは、宮島が日本のイメージとしてポスター等に使用さ

れている背景もある。そういった、文化的好奇心が特に強いターゲットに向けては、京都エリアとは違う宮島

だからこそのストーリーや文化にこそ価値を感じてもらえる可能性がある。ここでいう宮島らしさとは、

・古くから「神の宿る島」として信仰されてきた歴史、ストーリーと日本人の精神性

・厳島神社だけでなく、大聖院や弥山、千畳閣といった、島全体で感じられる歴史性等である。

③アート

近年「SETOUCHI」がアートをテーマに注目されている（ニューヨークタイムズ等にも掲載）こともあり、
そのグローバルな地域ブランディングが進みつつある。せとうち国際芸術祭の開催される香川県・直島がメイ

ンではあるものの、その「せとうちらしさ」はもちろん広島にも共通している。特に、福山・尾道界隈では、

緑と穏やかな海に挟まれた、都会では決して味わえない風景はもちろんのこと、そこに付随した、「山奥で感

じられる禅体験（神勝寺）」や、かつて日東第一景勝と呼ばれた絶景のある「鞆の浦」、島全体にアートが点

在する「生口島」など、アーティスティックなせとうちのイメージで括ることができるものが多く存在する。

そもそもせとうちに求められている、「ゆったり」「穏やか」というテーマ性に、精神性の高い体験や、芸術

的な景色等を掛け合わせることで、十分誘客できるポテンシャルを持つと考えられる。

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査
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２）-５ 調査３追加調査の概要

これまでの調査では「一般論」の調査に留まっていたが、広島だからこその寺社体験を仮説立てて提示し、

そこに対する反応を検証することが必要である。そのため追加調査として、広島に求められる体験の要素「①

平和 ②宮島 ③アート」に沿ったコンテンツを調査することで、そのポテンシャルを明らかとし、さらに付

随して、価格や時間を考慮した場合の調査も行う。

◎ヒアリング詳細
・ヒアリング実施時期：

1月30日（水）＠宮島
・ヒアリング方法：
宮島を実際に訪れている観光客（外国人）に直接ヒアリング
・ヒアリング質問項目
①回答者属性 ：調査３と同様
②広島に関係する質問：調査３と同様
③寺社体験について ：調査３と同様
④検討した体験コンテンツの評価
・体験自体の評価（どの程度やりたいか）
・場所、時間、価格の総合評価（どの程度やりたいか）

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査
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（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査
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２）-５ 調査３追加調査の概要



（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査

２）-６ 調査３追加調査の結果

• 約半数がオーストラリア人
• その他は欧米が多い
• 滞在日数は1日が35％と高く、やはり広島は日帰りスポットである傾向がみられる
• 一方で10日以上滞在する人もいる
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（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）調査３：寺社に訪れている観光客等へのヒアリング調査

２）-６ 調査３追加調査の結果

/

２）-６ 調査３追加調査の結果

• 約半数がグループで訪れている
• また4割の人が体験自体を知らない
• 一方で時間がなかった、ガイドがなかったから体験をしなかったという意見もあり、今後コンテンツの
造成、見直しで取り込める可能性が高い
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（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）寺社に訪れている観光客等ヒアリング調査

２）-６ 調査３追加調査の結果

年代 性別 国籍 体験評価 総合評価

①広島平和ガイドサイクリングツアー

• 体験評価の平均は1.94と「2：なるべくやりたい」に
限りなく近く、そのポテンシャルの高さが伺える。

• 体験評価に比べ、総合評価が１ポイント以上も低下
している。

• アンケート回答者属性が比較的若いため、こうした
ガイドツアーが金銭的、時間的問題から魅力的では
なかったのではないかと推測される。

※評価：3-絶対やりたい、2-なるべくやりたい、
1-近ければやりたい、0-やりたくない
※総合評価=場所、時間、価格を考慮してどの程度やりたいか

２）-６ 調査３追加調査の結果
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年代 性別 国籍 体験評価 総合評価

②厳島神社での祈祷体験

• 体験評価、総合評価共に平均が２に近く、外国人に
とって非常に魅力的な体験である。

• 厳島神社（世界遺産）で行われることで、ここでし
かできない体験を付加価値として捉えた回答者が多
いのではないかと推測する。

※評価：3-絶対やりたい、2-なるべくやりたい、
1-近ければやりたい、0-やりたくない
※総合評価=場所、時間、価格を考慮してどの程度やりたいか

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）寺社に訪れている観光客等ヒアリング調査

２）-６ 調査３追加調査の結果
２）-６ 調査３追加調査の結果
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年代 性別 国籍 体験評価 総合評価

③大聖院での護摩行体験

• 体験評価と総合評価ともに２を超えており、外国
人にとって魅力的な体験と評価される傾向がみら
れる。

• 総合評価で２を超えた要因として、厳島神社から
程よい距離に位置すること、価格、時間が外国人
旅行のスケジュール、予算に圧迫を与えない程度
であったのではないか。

• 祈祷だけでなく、火を用いている視覚的な魅力も
評価に大きく影響したと考える。

※評価：3-絶対やりたい、2-なるべくやりたい、
1-近ければやりたい、0-やりたくない
※総合評価=場所、時間、価格を考慮してどの程度やりたいか

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）寺社に訪れている観光客等ヒアリング調査

２）-６ 調査３追加調査の結果
２）-６ 調査３追加調査の結果
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年代 性別 国籍 体験評価 総合評価

④船での七浦めぐり

• 体験評価は2.06と「なるべくやりたい〜絶対やりた
い」と非常に高い。

• 総合評価が体験評価より、0.7ポイント近く落ちてし
まっている。

• 金額が比較的高い上に2時間のプランであるため、参
加に躊躇するものの、なるべくやりたいと答える人
も一定数いる。

• 若い世代が多かったことも影響している可能性。

※評価：3-絶対やりたい、2-なるべくやりたい、
1-近ければやりたい、0-やりたくない
※総合評価=場所、時間、価格を考慮してどの程度やりたいか

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）寺社に訪れている観光客等ヒアリング調査

２）-６ 調査３追加調査の結果
２）-６ 調査３追加調査の結果
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年代 性別 国籍 体験評価 総合評価

⑤神の島宮島ガイドツアー

• 平和ガイドサイクリングツアーと同様に、体験評価
に比べ、総合評価が１ポイント以上も下がった。

• 平和ガイドサイクリングツアーと同じくアンケート
回答者属性が比較的若いため、こうしたガイドツア
ーが金銭的、時間的問題から魅力的ではなかったの
ではないかと推測される。

※評価：3-絶対やりたい、2-なるべくやりたい、
1-近ければやりたい、0-やりたくない
※総合評価=場所、時間、価格を考慮してどの程度やりたいか

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）寺社に訪れている観光客等ヒアリング調査

２）-６ 調査３追加調査の結果
２）-６ 調査３追加調査の結果
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年代 性別 国籍 体験評価 総合評価

⑥座禅体験

• 体験評価・総合評価共に「なるべくやりたい」に近
く、そのポテンシャルは高い。

• 体験評価と総合評価の差がない。
• 3,000円／1時間と手軽に体験できるイメージを与え
たのではないか。

• 山奥の落ち着いた雰囲気の中で座禅をするというこ
の地域らしさも評価に影響を与えたと考えられる。

※評価：3-絶対やりたい、2-なるべくやりたい、
1-近ければやりたい、0-やりたくない
※総合評価=場所、時間、価格を考慮してどの程度やりたいか

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）寺社に訪れている観光客等ヒアリング調査

２）-６ 調査３追加調査の結果
２）-６ 調査３追加調査の結果
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年代 性別 国籍 体験評価 総合評価

⑦宿坊体験

• 1泊2日で15000円するにも関わらず、平均点が体験
評価、総合評価共に高い。

• 高野山の宿坊も人気なように、ホンモノ体験が外国
人にとって魅力的に映る傾向があるのではないか。

※評価：3-絶対やりたい、2-なるべくやりたい、
1-近ければやりたい、0-やりたくない
※総合評価=場所、時間、価格を考慮してどの程度やりたいか

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）寺社に訪れている観光客等ヒアリング調査

２）-６ 調査３追加調査の結果
２）-６ 調査３追加調査の結果
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２）-６ 調査３追加調査の結果

・体験自体の評価は総じて高評価となった
・特に大聖院でできる護摩行や神勝寺でできる禅体験は平均的にもかなりポテンシャルが高い
・①広島サイクリングツアーや④七浦めぐり、⑤宮島ガイドツアーなどは総合評価で大きく点数を
下げてしまったが、サンプルの年代が低かったことが影響していると考えられる

番号 場所 体験名

① 広島市内 広島平和ガイドサイクリングツアー

② 宮島 厳島神社での祈祷体験

③ 宮島 大聖院での護摩行体験

④ 宮島 船での七浦めぐり

⑤ 宮島 神の島宮島ガイドツアー

⑥ 神勝寺 座禅体験

⑦ 神勝寺 宿坊体験

※評価：3-絶対やりたい、2-なるべくやりたい、1-近ければやりたい、0-やりたくない
※総合評価 = 場所、時間、価格を考慮してどの程度やりたいか

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）寺社に訪れている観光客等ヒアリング調査

２）-６ 調査３追加調査の結果
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２）-６ 調査３追加調査の結果

・体験自体の評価を見ると、どの体験も「絶対にやりたい」という層が一定数存在（25~57%）
→「なるべくやりたい」も含めると実に57~88%が強い反応を示している
・金額や場所を含めての評価でも「絶対にやりたい」という層が一定存在（~31%）
→「なるべくやりたい」も含めると実に25~75%が強い反応を示している
・仮説の検証結果から、「広島らしい寺社を絡めた体験」は十分人を呼ぶポテンシャルがある

①

体験

①

総合

②

体験

②

総合

③

体験

③

総合

④

体験

④

総合

⑤

体験

⑤

総合

⑥

体験

⑥

総合

⑦

体験

⑦

総合

やりたく

ない 2 6 0 2 0 1 1 1 2 9 2 1 1 2

近ければ

やるかも 2 6 5 2 2 3 4 8 4 3 5 5 2 3

なるべく

やりたい 7 4 5 7 8 7 4 7 6 3 3 6 4 7

絶対やり

たい 5 0 6 5 6 5 7 0 4 1 6 4 9 4

サンプル

数 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

番号 場所 体験名

① 広島市内 広島平和ガイドサイクリングツアー

② 宮島 厳島神社での祈祷体験

③ 宮島 大聖院での護摩行体験

④ 宮島 船での七浦めぐり

⑤ 宮島 神の島宮島ガイドツアー

⑥ 神勝寺 座禅体験

⑦ 神勝寺 宿坊体験

（１）広島県域を対象としたマーケティング調査
２）寺社に訪れている観光客等ヒアリング調査

２）-６ 調査３追加調査の結果
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（２）モデルコースの提案とモニターツアーによる検証
１）日本文化を体験できるモデルコース

メインコース①（6h）
「広島の地で世界の平和を祈る」

・原爆ドーム
・平和公園
・平和祈念資料館
・被爆遺産と復活した街並み
・三滝寺

＜選べる体験＞
・ガイドツアー

メインコース②（6h）
「神の宿る世界遺産の島・宮島」

・厳島神社
・大聖院
・千畳閣
・弥山

＜選べる体験＞
・祈祷
・護摩
・ガイドツアー

メインコース③（8h）
「せとうちアートを感じる」

・鞆の浦の街並み
・福禅寺
・神勝寺
・洸庭

＜選べる体験＞
・写経
・坐禅
・禅体験

①神の島を海から独占（1日）
毛利丸遊覧船ツアー
②日本文化を体験（1日）
okeiko japan
③廿日市グルメを楽しむ（1日）
島田水産
④ゆったり温泉（2日）
宮浜温泉／石庭／IBUKU
⑤アクティビティ好き（1日）
SUP／シーカヤック
⑥宮島文化をより深く体験（1日）
七浦巡りクルージング①
⑦宮島文化をより深く体験（2日）
七浦巡りクルージング②

①ソウルフード体験（1日）
お好み焼き作り
②ナイト広島を楽しむ（2日）
横川居酒屋ツアー
③広島の誇る伝統工芸体験（2日）
熊野筆作り
④広島伝統文化を体感（2日）
夜神楽公演
⑤アクティビティ好き（2日）
川の街広島でSUP
⑥平和のまち広島でゆったり（1日）
おりづるタワー
⑦手軽に和文化体験（2日）
縮景園で着物＆日本文化体験
⑧広島を代表するお城を体験（1日）
広島城クルージング

①アクティビティ好き（2日）
シーカヤックで阿伏兎観音参り
②禅の世界をより深く（2日）
神勝寺で禅体験
③染色のまち福山を体感（1日）
染物体験
④アートの島巡り（2日）
生口島ガイドサイクリング
⑤アクティビティ好き（2日）
しまなみサイクリング
⑥尾道文化を体感
千光寺

※詳細スケジュールは後述

◎モデルコースの基本的な考え方
広島を代表するようなメインのテーマ性は担保しつつも、旅行客のニーズに応じて、併せて行くことの

出来るスポットや体験の情報を届けている。これにより、細かいターゲットに合わせた対応が可能となる。
また、メインコース同士を組み合わせることで、何通りものコースにすることが可能。

現状の広島県内の外国人観光客動向を考えると、県内地方部に回遊させるより、メインとなるスポット
そのものへの滞在時間を増加させることが重要である。メインスポットでの滞在時間が伸びることで、結
果的にスケジュールに余裕が生じ、県内の地方部へも回遊する動きが発生するものと考えられる。
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（２）モデルコースの提案とモニターツアーによる検証
１）日本文化を体験できるモデルコース

メインコース①（6h）
「広島の地で世界の平和を祈る」

・原爆ドーム /平和公園 /平和祈念資料館 /被爆遺産と復活した街並み /三滝寺
＜選べる体験＞ガイドツアー

①ソウルフード体験（1日）
お好み焼き作り

★戦後の広島を支えたソウルフードづくりを体験
ターゲット：広島の歴史とグルメに興味のある
外国人

9：30 広島駅
～10：00 三滝寺へ移動
～12：30 三滝寺散策コース（2時間30分）
～13：00 広島駅に移動
～14：30 お好み焼きづくり体験（1時間30分）
～15：00 原爆ドーム前移動
～18：00 原爆ドーム、平和記念公園、平和記念
資料館（3時間）

②ナイト広島を楽しむ（2日）
横川居酒屋ツアー

★日本のコアな文化（地元文化）を肌で体験
ターゲット：日本の地元文化に興味のある
外国人

9：30 広島駅
～10：00 三滝寺へ移動
～12：30 三滝寺散策コース（2時間30分）
～13：00 広島駅に移動
～14：00 お好み焼き堪能（1時間）
～14：30 原爆ドーム前移動
～17：00 原爆ドーム、平和記念公園、平和記
念資料館（2時間30分）
～19：00 居酒屋ツアー（2時間）

③広島の誇る伝統工芸体験（2日）
熊野筆作り

★熊野で、世界に一本だけオリジナル筆づくり
ターゲット：日本の伝統文化の技術（職人の
技）を体験すること興味のある外国人

〇1日目
9：30 広島駅
～10：00 三滝寺へ移動
～12：30 三滝寺散策コース（2時間30分）
～13：00 広島駅に移動
～14：00 お好み焼き堪能（1時間）
～14：30 原爆ドーム前移動
～18：00 原爆ドーム、平和記念公園、平和記
念資料館（3時間30分）
宿泊：リーガロイヤルホテル

〇2日目
～11：00 熊野町まで電車、バスで移動
～12：00 熊野筆づくり体験

④広島伝統文化を体感（2日）
夜神楽公演

★戦前からの時代を超えて愛される広島の伝
統芸能を鑑賞

ターゲット；日本伝統文化と夜の体験に興味
がある外国人

9：30 広島駅
～10：00 三滝寺へ移動
～12：30 三滝寺散策コース（2時間30分）
～13：00 広島駅に移動
～14：00 お好み焼き堪能（1時間）
～14：30 原爆ドーム前移動
～17：00 原爆ドーム、平和記念公園、平
和記念資料館（2時間30分）
～19：00 ホテルで休息
～20：15 夜神楽（45分 or 100分）
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（２）モデルコースの提案とモニターツアーによる検証
１）日本文化を体験できるモデルコース

メインコース①（6h）
「広島の地で世界の平和を祈る」

・原爆ドーム /平和公園 /平和祈念資料館 /被爆遺産と復活した街並み /三滝寺
＜選べる体験＞ガイドツアー

⑤アクティビティ好き（2日）
川の街広島でSUP

★水の上から復興した広島のまちを体感
ターゲット：アクティビティ好きな若い
外国人観光客

8：00 広島駅
～8：40 三滝寺へ移動
～11：00 三滝寺散策コース（2時間30
分）
～11：45 広島駅に移動
～12：30 お好み焼き堪能（45分）
～12：45 SUP場所まで移動
～16：00 SUP体験（3時間）
～16：30 移動原爆ドーム前
～18：30 原爆ドーム、平和記念公園、平
和記念資料館（2時間）

⑥平和のまち広島でゆったり（1日）
おりづるタワー

★平和についてじっくりと考えるツアー
ターゲット：原爆の歴史に深い興味を持つ外国人

9：30 広島駅
～10：00 三滝寺へ移動
～12：30 三滝寺散策コース（2時間30分）
～13：00 広島駅に移動
～14：00 お好み焼き堪能（1時間）
～14：30 原爆ドーム前移動
～17：00 原爆ドーム、平和記念公園、平和記念
資料館（2時間30分）
～18：00 おりづるタワーから復興した

広島の街並みを一望

⑦手軽に和文化体験（2日）

★原爆ドーム、宮島、定番を抑えたツアー
ターゲット：初めて広島を訪れた外国人

〇1日目
9：30 広島駅
～10：00 三滝寺へ移動
～12：30 三滝寺散策コース（2時間30分）
～13：00 広島駅に移動
～14：00 お好み焼き堪能（1時間）
～14：30 原爆ドーム前移動
～18：00 原爆ドーム、平和記念公園、平
和記念資料館（3時間30分）
宿泊：広島国際ホテル

〇2日目
9：30 宮島口
～10：00 宮島桟橋
～10：15 OKEIKO場所まで移動
～12：00 OKEIKO(2体験）
～13：00 昼食
～15：00 厳島神社散策（1時間）
～16：00 大聖院散策（1時間）

⑧広島を代表するお城を体験（1日）
広島城クルージング

★定番観光地お城も抑えたコース
ターゲット：定番観光スポット（お城）にも
興味のある外国人

9：30 広島駅
～10：00 三滝寺へ移動
～12：30 三滝寺散策コース（2時間30分）
～13：00 広島駅に移動
～14：00 お好み焼き堪能（1時間）
～14：30 原爆ドーム前移動
～17：00 原爆ドーム、平和記念公園、平
和記念資料館（2時間30分）
～18：00 広島城観光（遊覧船に乗る）
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（２）モデルコースの提案とモニターツアーによる検証
１）日本文化を体験できるモデルコース

メインコース②（6h）
「神の宿る世界遺産の島・宮島」

・厳島神社 /大聖院 /千畳閣 /弥山
＜選べる体験＞祈祷体験 /護摩行体験 /ガイドツアー

①神の島を海から独占（1日）
毛利丸遊覧船ツアー

★毛利丸で鳥居に大接近
ターゲット：自分だけの体験に興味のある
外国人

9：30 宮島口
～9：45 宮島桟橋
～10：15 毛利丸場所まで移動
～12：00 クルージング
～13：00 昼食
～15：00 厳島神社散策（1時間）
～16：00 大聖院散策（1時間）

②日本文化を体験（1日）
okeiko japan

★定番日本文化体験を気軽に
ターゲット：宮島に興味があり、かつ日本の定
番体験にも興味がある外国人

9：30 宮島口
～10：00 宮島桟橋
～10：15 OKEIKO場所まで移動
～12：00 OKEIKO(2体験）
～13：00 昼食
～15：00 厳島神社散策（1時間）
～16：00 大聖院散策（1時間）

③廿日市グルメを楽しむ（1日）
島田水産

★350年続く宮島伝統の「牡蠣漁」を体験
ターゲット：その地域に根付くグルメ好き

9:30宮島口着
～9:45 移動（島田水産へ）
～11:30 牡蠣いかだ体験+食事
～12:30 弥山ロープウェイ乗り場まで移動
～14:00 ロープウェイで弥山に上る

（1時間30分）
～15:30 大聖院散策（1時間30分）
～17:00 厳島神社（1時間30分）

④ゆったり温泉（2日）
宮浜温泉／石庭／IBUKU

★温泉でゆったり疲れを癒す
ターゲット：じっくりと旅行を楽しみたい
外国人

〇1日目：8：30 宮島口
～9：00 宮島桟橋へ
～9：30 大聖院へ移動
～13：00 大聖院体験（3時間）
～14：00 昼食
～15：30 厳島神社散策（1時間30分）
～17：00 ロープウェイで弥山に上る

（1時間30分）
～18：00 電車、フェリーで移動

宮浜温泉／石庭／IBUKU
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（２）モデルコースの提案とモニターツアーによる検証
１）日本文化を体験できるモデルコース

メインコース②（6h）
「神の宿る世界遺産の島・宮島」

・厳島神社 /大聖院 /千畳閣 /弥山
＜選べる体験＞祈祷体験 /護摩行体験 /ガイドツアー

⑤アクティビティ好き（1日）
SUP／シーカヤック

★SUP/シーカヤックで海から鳥居に大接近
ターゲット：アクティビティ好きな外国人

9：00 宮島口
～9：30 宮島桟橋へ
～10：00 大聖院へ移動
～11：30 大聖院散策（1時間30分）
～12：30 昼食
～14：00 SUP／シーカヤック体験
～15：30 ロープウェイで弥山に上る

（1時間30分）
～17：00 厳島神社散策（1時間30分）

⑥宮島文化をより深く体験（1日）
七浦巡りクルージング

★古から伝わる宮島の参拝方法「七浦めぐり」
を体験
ターゲット：本物を体験したい外国人

9：30 宮島口
～10：00 宮島桟橋へ
～12：30 七浦めぐり
～13：30 昼食（穴子料理）
～14：30 大聖院散策（1時間30分）
～16：00 ロープウェイで弥山に上る

（1時間30分）
～17：00 厳島神社散策（1時間）

⑦宮島文化をより深く体験（2日）
七浦巡りクルージング２

★宮島のすべてを知り尽くす1泊2日ツアー
ターゲット：宮島のストーリーに興味を持ち、
それを深く理解したいと思う外国人

〇1日目
9：30 宮島口
～10：00 宮島桟橋へ
～12：30 七浦めぐり
～13：30 昼食
～14：30 大聖院散策（1時間）
～15：30 厳島神社散策（1時間）
宿泊：ホテル宮島別荘

〇2日目
～9：45 集合場所移動
～15：00 弥山登山（5時間）
～16:00 宮島口
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（２）モデルコースの提案とモニターツアーによる検証
１）日本文化を体験できるモデルコース

メインコース③（8h）
「せとうちアートを感じる」

・鞆の浦の街並み /福禅寺 /神勝寺 /洸庭
＜選べる体験＞写経体験 /座禅体験 /禅体験

①アクティビティ好き（1日）
シーカヤックで阿伏兎観音参り

★阿伏兎観音でここにしかない景色を堪能
ターゲット：アクティビティに興味のある
外国人

9：00 福山駅
～9:30 鞆の浦へ移動
～11:00  シーカヤック体験（阿伏兎観音）
～15:30 新勝寺にバスで移動
～17:00 座禅体験
～17:30 福山駅

②禅の世界をより深く（2日）
神勝寺で禅体験

★せとうちに面した静かな山奥でお寺で
「禅の精神」を体験

ターゲット：静かな荘厳な環境で日本文化を
体験したい外国人

10:30 福山駅
～11:30 神勝寺（宿坊体験）
翌日～9：30 解散
～11：30 園内散策
～12：30 福山駅までバスで移動

③染色のまち福山を体感（1日）
染物体験

★この「まち」でしかできない体験を
ターゲット：福山の文化に触れたい外国人

9：00 福山駅
～9:30 体験場所まで移動
～11:00  染物体験
～15:30 新勝寺にバスで移動
～17:00 座禅体験
～17:30 福山駅
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（２）モデルコースの提案とモニターツアーによる検証
１）日本文化を体験できるモデルコース

⑤アクティビティ好き（2日）
しまなみサイクリング

★宿坊体験：島ごと美術館にいく1泊2日ツアー
ターゲット：自分だけの体験をしたい外国人

〇1日目
12:00 福山駅
～13:30 神勝寺
～15:00 宿坊受付

〇2日目
～9:30 解散
～10:15 尾道駅へ移動（尾道港徒歩7分）
～11:00 サイクリング

（尾道駅周辺で自転車レンタル）
～17:30 生口島～尾道駅

⑥尾道文化を体感
千光寺

★しまなみの絶景を独り占め
ターゲット：自然に興味がある外国人

10:30 福山駅
～11:30 神勝寺
～14:30 神勝寺散策
～15:30 尾道駅へ移動
～17:30 千光寺公園でせとうちの絶景を堪能
～18:30 尾道ラーメン

④アートの島巡り（2日）
生口島ガイドサイクリング

★宿坊体験：世界的サイクリングロード：しま
なみ海道を気軽に体験
ターゲット：自転車好きの外国人

〇1日目
12:00 福山駅
～13:30 神勝寺
～15:00 宿坊受付

〇2日目
～9:30 解散
～10:15 尾道駅へ移動（尾道港徒歩7分）
～11:00 生口島到着
～15:30 生口島散策（ガイドツアー）
～17:30 尾道駅

メインコース③（8h）
「せとうちアートを感じる」

・鞆の浦の街並み /福禅寺 /神勝寺 /洸庭
＜選べる体験＞写経体験 /座禅体験 /禅体験
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モデルコース① 福山＆尾道ルート 2019年2月9日（土）〜10日（日）
◎参加者：南アフリカ人男性、エジプト人男性、中国人女性、中国人女性、バングラデシュ人男性（計5名）
◎ルート：鞆の浦→福禅寺→神勝寺→神勝寺うどん→坐禅→洸庭→千光寺
◎感想や評価 （抜粋）
・総じて非常によかった（中でも神勝寺の禅体験は非常に高評価）
・坐禅の意味を深く学べた
・今後も禅を実践したい
・鞆の浦の景色や街並みはとてもよかった

（２）モデルコースの提案とモニターツアーによる検証
２）モニターツアーによる検証

モデルコース② 広島＆宮島ルート 2019年2月10日（日）〜11日（月）
◎参加者：南アフリカ人男性、アメリカ人男性、スペイン人女性、ベトナム人女性、

バングラデシュ人男性（計5名）
◎ルート：月光山明星院→饒津神社→三滝寺→竜王公園→平和公園→OKOSTA

→横川ガイドツアー→宮島遊覧船→厳島神社→大聖院→弥山
◎感想や評価 （抜粋）
・お寺と神社の違いやマナーなどを学べたのがよかった
・三滝寺への山登りが非常にエキサイティングだった

・三滝寺では原爆の被害にあった日本人だけでなく多国籍の人を慰霊しており、世界平和について考えさ
せられた
・平和公園でのガイドの広島のストーリーの話が非常によくて泣けた
・宮島のハイライトは弥山だった
・毛利丸で海からの厳島神社の写真が取れたのがよかった
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◎リーフレットについて

・メインの３コースのストーリーとスポットを紹介するリーフレットを作成（日本語版、英語版）
・県内及び首都圏の主要なホテルや観光案内所に設置
（広島駅、市内ホテル、広島空港、成田空港、羽田空港、東京都庁）

◎WEBについて

・リーフレットから広島特集のWEBページへリンク
・上記のコースや周辺のおすすめの紹介
・外国人がWEB上で予約も出来るようにブッキングシステムも導入

STORY1 MIYAJIMA
・毛利丸クルージング
・厳島神社・千畳閣散策
・大聖院での護摩行
・弥山登山
〇オプション（じっくり一泊ツアー）
・七浦めぐりクルージング
・ゆったり温泉 宮浜温泉/石庭/IBUKU
〇オプション（少しの間で楽しみたい）
・毛利丸遊覧船ツアー（1時間）
・宮島で日本文化を体験 okeiko japan（1時間30分）
・廿日市でグルメを 島田水産（2時間）
・アクティビティ シーカヤック（1時間）

STORY2 PEACE
・広島平和記念公園 → 広島赤十字・原爆病院 → 広島駅周辺でお好み焼き体験 → 三滝神社

→ おりづるタワー
〇オプション（広島ナイトツアー）
・広島伝統文化を体感 夜神楽公演（1時間30分）
・ナイト広島を楽しむ 横川居酒屋ツアー（2時間30分）
〇広島の伝統文化を体験するコース
・広島の誇る伝統文化 熊野筆づくり（1時間30分）
・平和のまち広島でゆったりおりづるタワー（1時間）
・手軽に輪文化体験（3時間）
〇広島の街を堪能するコース
・ソウルフード体験お好み焼きづくり（2時間）
・アクティビティ好き 川の街広島でＳＵＰ体験（3時間）
・広島を代表するお城で 広島城クルージング（30分）

STORY3 SETOUCHI ART
・福山駅
・神勝寺
・対潮楼
・尾道・千光寺散策
〇オプション（日本人の精神性を感じられるコース） ・
・全の正解をより深く 神勝寺で禅体験
・尾道文化を体感 福山の染め物体験
〇オプション（アクティビティ好きのためのコース）
・シーカヤックでの阿伏兎観音参り（8時間）
・アートの島めぐり 生口島ガイドサイクリング（8時間）
・しまなみサイクリング

（３）情報発信
体験メニュー、モデルコースのWEB掲載及びリーフレット作成
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（３）情報発信
体験メニュー、モデルコースのWEB掲載及びリーフレット作成

◎WEBについて
◆日本語ページ

◆英語ページ（日本語版と対応する形で作成）

TOP画面 ルート紹介

ＷＥＢサイトからオプションプランの予約も可能

オプションプラン紹介

TOP画面 ルート紹介



◎英語版
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（３）情報発信
体験メニュー、モデルコースのWEB掲載及びリーフレット作成



◎日本語版
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（３）情報発信
体験メニュー、モデルコースのWEB掲載及びリーフレット作成



３．今後の展望
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まとめと次年度以降に向けての提言

◎POINT２：広島でしかできない、「わざわざやりたい」体験のコンテンツ化

本調査の結果、広島でしかできない高付加価値型の体験に対しては十分な反応が見られた。京都等の他の
観光地でもできる体験ではなく、広島を代表する「宮島」「平和」「アート」といった「パワーコンテン
ツ」の磨き上げをしていく必要がある。寺社というコンテンツもそのテーマ性に絡めることで、広島にしか
ないストーリーが磨き上げられ、相乗効果的に消費を拡大しうるコンテンツとなる。そして、広島のパワー
コンテンツにより外国人の滞在性が上がることで、その後、周辺エリアにも波及していくことが十分見込ま
れる。

広島らしさをマクロに捉えた場合、外国人から注目を集めつつある「せとうち」というエリアの中での広
島のあり方を見抜き、「自然美」「文化性」「癒し」というポジションの中での広島ブランドを見抜くこと
が望ましい。もちろん、東京や京都でやり残した体験をやるために広島でお茶体験や着物体験をする観光客
も一定数存在するため、オーソドックスな体験も一定数必要ではあるが、POINT１でも述べたように、広島
でしかできない体験をコンテンツ化することで、100年後まで、持続的に地域に消費を生むことができると
考えられる。しかし、外国人向けにコンテンツ化するにあたり、言語対応の問題や受け入れ態勢の問題が見
られる。地域資源のポテンシャルが十分確認されただけに、それを生かしたコンテンツ化が必須である。

◎POINT１：広島の地域資源を生かした「持続的なグランドデザイン」設計が必要

全国的にも外国人向けの体験造成や情報発信が活発化している中、「どこでもできる体験」では差別化が
難しくなってきている。どこでもできる体験に対して、果たして広島で”わざわざやりたい”と感じるのか、
今一度見直す必要がある。特に広島の立地を考えると、東京〜京都といったゴールデンルートを経て訪れる
外国人は多く、既に日本で体験したかったオーソドックスな経験を一定体験してきている。また、京都や沖
縄といった観光地ではオーバーツーリズム問題も発生しており、人がむやみに殺到し、混雑や低価格化によ
り逆に観光客が集まることで疲弊する地域も見られている。広島として10年後、30年後、100年後にどうあ
りたいのか、そのグランドデザイン設計をしていく必要がある。その地域固有のDNAは今後も変わること
はなく、地域に根付くものであり、その本質を見抜き、磨いていくことが必要である。既存の日本の観光形
態は修学旅行型の物見遊山型が一般であったが、広島でしかできない経験をコンテンツとして形にし、そこ
に価値を感じる人々に消費をしてもらえるよう、しっかりと戦略を策定していく必要がある。

他地域と差別化でき、
100年後も残る広島DNAとは何か？

広島エリアとして、何を磨いていくべきかしっかり
と戦略立てていく必要がある

宮島

平和 アート

七浦巡り
ガイドツアー
祈祷

ガイドツアー
禅体験

パワーコンテンツが磨かれ、
物見遊山型ではなく体験型の観光へ

↓
広島でしかできない”イイもの”に対して

滞在性＆消費性が向上
↓

滞在性が上がることで、
周辺コンテンツにも人が周遊するように

※一定のオーソドックス体験にもニーズはある

パワーコンテンツ

54



まとめと次年度以降に向けての提言

◎POINT４：言語対応の課題（高付加価値なガイドの育成）

本調査にてポテンシャルが確認されたコンテンツに共通して、そのストーリーや背景を伝えることが重要
である。三滝寺で見られる平和の想い、宮島に根付く日本人の精神性、禅の意味など、その価値をを「だ
れ」が「どう」伝えるかが重要である。またこれを逆に捉えると、コストがかかる訳ではない「サービスの
質」で単価を上げていくことが可能である。

（例）どこにでもあるような田舎道や道の駅をガイドが案内する飛騨サイクリングでは、その案内の質で
8,000円という付加価値をつけている
ここで、外国人に対しては、決して一方的な説明ではなく、外国人の興味に刺さる「相手目線」の説明を

できるガイドの育成が求められる。また、コンテンツ化されていないものであっても、ガイドが案内するこ
とで、結果的に消費を生むことが可能である。（ガイドが案内することで、厳島神社の祈祷を経験すること
ができる 等）ガイドの規制も緩和され、また既存の物見遊山型観光から、「その地域らしさを磨き、伝え
ること」にこそ価値を見出してきている人が増えている昨今、その橋渡しとなるガイドや伝える仕組みは非
常に重要であると考えられる。

◎POINT３：情報発信の必要性

本調査から、そもそも寺社で体験ができるという情報を得ていないが故に体験をしていないという傾向が
顕著に見られた。海外の観光客が使う媒体（OTA等）やタビナカのホテル等にプランとしてほとんど載って
いない問題もあり、そもそも情報が全くリーチしていないと考えられる。人口減少社会を迎える中、外需を
獲得することがより一層求められ、そのために海外向けに特化した情報発信体系を整備していく必要がある。
しかし、寺社の情報発信の切り口には注意が必要であり、寺社によっては、あくまで体験ではなく、そこに
あるありのままの日本文化を経験するという切り口も必要である。例えば、厳島神社で「祈祷体験」をする
のではなく、厳島神社で行われる祈祷という神事を、その地域のルール、背景に則り経験するというスタン
スも必要である。

海外の人が使う
情報発信場所

きちんと予約ができる形で
情報が載っている

広島にしかない価値とは
↓

決して物見遊山では感じられないストーリー性・歴史・文化
↓

それを適切に伝えることのできる人材・仕組み
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