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１ 公共交通機関を活用したリアル広告 

 広島電鉄宮島線の車両 1編成をラッピング電車として運行させることで沿線での廿日市市の居住地と

しての認知度を向上させるために実施した。 

 

【事業概要】 

廿日市市への定住人口を増やすための「廿日市市シティプロモーション」の実践プランの一環として、定

住施策としては県内初となる広島電鉄㈱のラッピング電車を運行した。 

本事業は、広島市内から廿日市市内を結ぶ、市民の日常的な交通手段である広島電鉄㈱の電車

を利用し、本市の「ちょうどいい住環境」を、本市を含む広島都市圏へアピールすることで、「住むまち廿日

市市の」イメージと認知度を高めることが狙いで、広島電鉄㈱様の協力により実施した。 

外装は、吉和から宮島まで南北に広がる市域を「ぶち山」、「ちいと山」、「ぎり街」、「なぎな海・島」の

4 段階の生活圏をイメージした可愛いイラストで表現し、窓には廿日市市が発祥の地として注目を集め

ている「けん玉」とはつかいち観光協会のマスコットキャラクター「たまちゃん」をあしらった。本市や沿線の子

どもたちに「廿日市号」として親しんでもらいたいとの願いが込められている。 

また、本市の居住環境やまちづくりの方向性を知ってもらうために、車両内部の前後壁面に廿日市市

をデータでとらえた「インフォグラフィック（概要編、生活編、産業編、観光編）」を、窓枠部には、市の14

の施策を標語風にまとめたシートを貼付した。 

広島市内在住者には、本市の現状や市の取り組みを知ってもらい、廿日市市民にも、改めて市に対

する関心、愛着を持ってもらうきっかけになることを期待して実施した。 

 

【ラッピング電車概要】 

（１）掲示期間：平成 28年 9月 6日（火）～平成 29年 1月 27日（金） 

（２）掲示車両：5000型 5両 1編成 

（３）運行経路：広電宮島線（広島駅～宮島口駅） 

（４）広告   ：部分ラッピング（外装および内装に実施） 

            ※内装は、柱大・小、車窓に実施 

※掲示期間は、仕様書では 1 カ月間であったが、広島電鉄㈱様のご配慮により、平成 28年 9月 6

日～平成 29年 1月 27日の約 5 カ月間実施 
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【外装デザイン】 
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【内装デザイン‐柱大】 

 廿日市市の統計を視覚情報化・インフォグラフィックデザイン 
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【内装デザイン-柱小】 

関係各課の標語デザイン 
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１－１ ラッピング電車走行開始イベント 

 広島電鉄ラッピング電車－廿日市市移住定住・交流 PR「ちょうどいい。廿日市号」－を以下のとおり、

実施した。 

 

（１）概要 

日程：平成 28年 9月 6日（火）  

場所：広電宮島口駅 1番ホーム  

時間：10:50～ 報道機関受付開始  

10:50～11:10 車両内覧（報道関係者のみ）  

※必要に応じて取材を受ける 

11:10～11:30  

※出発式は 20分まで 

プログラム： 

11:10～11:12  開会  

11:12～11:14  廿日市市長挨拶  

11:14～11:16  広島電鉄㈱代表取締役社長挨拶  

11:16～11:20  テープカット  

11:20～11:28  花束贈呈、カメラセッション  

11:28～11:30  出発合図  

11:30        閉会 

※時間は多少の延長となった。 

出席者：廿日市市長 眞野 勝弘 氏 

広島電鉄株式会社代表取締役社長 椋田 昌夫 氏  

廿日市市在住子育て世代：1 組  

はつかいち観光親善大使：2名 

      ゆるキャラ「たまちゃん」 

（様子） 

 

廿日市市長 眞野勝弘 挨拶          広島電鉄㈱代表取締役社長 椋田昌夫氏 挨拶 
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テープカットの様子                  花束贈呈の様子 

 

記念撮影の様子-1                 記念撮影の様子‐2 

 

（２）メディア露出 

県政記者クラブおよびメディア関係者への連絡などで案内を行う。当日の出発式に参加したメディアは、

以下のとおり。 

・ 中国新聞 

・ 広島経済レポート 

・ ちゅピ COM 

 

＜特記事項＞ 

広報の課題としては、ニュースリリースの期間が短かったこと、県の定例記者会見と重なったこと、カープ

の優勝が間際だったことが影響して、メディア関係者の取材は十分には呼べなかった。 

しかしながら、廿日市市長および広島電鉄社長のスケジュールは、9月6日（火）以外では、9月下

旬でしか確保できなかった為、日時は致し方なかったといえる。 
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（３）新聞記事 

中国新聞：平成 28年 9月 7日（水） 

 

広島経済レポート：平成 28年 9月 15日号 
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（４）効果検証 

【定量】 

 市内線に関しては、乗降者数のデータはない。 

しかし、中区人口 131,756人、西区の人口 186,985人（平成 29年 2月末現在）か

つ中区は昼間人口 220,921人：（平成 22年 10月 1日現在）の人たちが目視をして

いる可能性が高い。アンケート調査結果では、約 20％の認知度があることから、約 300,000

～400,000人の人たちが 4 カ月間目視をした可能性がある。 

 宮島線 1日平均利用者約 47,000人×掲出期間 4 カ月（120日間） 

＝走行期間中 5,640,000人へ PRが行われた。 

 記事等掲載：中国新聞、広島経済レポート 

【定性】 

 生活環境のデータ表現の試行による廿日市市の新たな PR方法の創造 

 廿日市市民の居住者満足および子育て世代が住むまちのイメージ認知度向上に貢献 
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【WEB調査】 

Q1 広島電鉄のラッピング電車「ちょうどいい廿日市号」を知っていますか。 

全体では、「知っている」と回答された人が 20.7%、「知らない」と回答された人が 79.3%で、全体の 2割

が広島電鉄のラッピング電車「ちょうどいい廿日市号」を知っていた。広島都市圏と廿日市市を比較すると、廿

日市市の方が「知っている」と回答される人が 33.0%と認知率が高い傾向を示していた。 

 

図１ 広島電鉄のラッピング電車「ちょうどいい廿日市号」認知（全体） 

 
（n=600） 

Q2 広島電鉄のラッピング電車「ちょうどいい廿日市号」に乗車したことがありますか。 

全体では、「乗車したことがある」と回答された人は 11.2%と 1割程度だった。一方で、「ラッピングは覚えて

いないが、乗ったことがあるかもしれない」と回答された人は、20.2%と 2割の人がラッピング自体を認識してい

ないという回答結果だった。広島都市圏と廿日市市を比較すると、廿日市市の方が「乗車したことがある」と回

答される人が 14.0%と広島都市圏と比較すると高い傾向を示していた。 

 
図２ ラッピング電車「ちょうどいい廿日市号」乗車経験（全体） 

 

（n=600） 

Q3 ラッピング電車にデザインされていた「ぶち山」「ちいと山」「ぎり街」「なぎな海・島」という言葉は印象に残っ

ていますか。 

全体では、「印象に残っていない」と回答された人は 79.8%と約 8割を占めている。廿日市市と広島都市

圏を比較すると、廿日市市の方が「なんとなく印象に残っている」と回答される人が 20.0%と広島都市圏と比

較すると高い傾向を示していた。 

図３ ラッピング電車の言葉の印象（全体） 

 
（n=600） 

20.7 79.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 知らない

11.2 68.7 20.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%
乗車したことがある

乗車したことはない

ラッピングは覚えていないが、乗った

ことがあるかもしれない

4.5 15.7 79.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%
印象に残っている

なんとなく印象に残っている

印象に残っていない
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２ ラッピング電車走行期間及び終了後における、ポスター貼り付けなど副次的 PR事業 

 副次的な PR事業として、廿日市市民をモデルとした PRポスターを 10種類制作（廿日市市シティプ

ロモーションの事業趣旨を紹介したデザインを 1種、廿日市市民の家族をモデルにしたデザインを 9種）

し、紙屋町シャレオ地下街の南北柱および広島電鉄宮島線にて駅貼り広告のプロモーション事業を以下

のとおり実施した。 

 

＜ポスターのモデル＞ 

ポスターのモデルは以下のとおり。モデルの選出に関しては、廿日市市職員関係者および受託事業者

らの知人・友人から紹介などにより選出をした。 

家族名称 地域（区分） 家族名称 地域（区分） 

扉絵（事業趣旨） 廿日市市全域 O ファミリー なぎな海（廿日市地域） 

A ファミリー なぎな海（大野地域） Y ファミリー ぎり街（廿日市地域） 

Z ファミリー ぎり街（大野地域） K ファミリー ぶち山（吉和地域） 

M ファミリー ぎり街（大野地域） H ファミリー ぎり街（廿日市地域） 

O ファミリー ぎり街（大野地域） K ファミリー ちいと山（佐伯地域） 

 

＜ポスターデザイン＞ 

 

（扉絵）             （A ファミリー）         （Z ファミリー） 
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（M ファミリー）         （O ファミリー）          （O ファミリー） 

 

（Y ファミリー）         （K ファミリー）          （H ファミリー） 

 

（K ファミリー） 
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２－１ 紙屋町シャレオ地下街南北柱 

 紙屋町シャレオ地下街にて、以下の内容でプロモーションを実施した。 

 

（１）概要 

広告主：廿日市市 

媒体：紙屋町シャレオ地下街 短期ポスター 

種別：南北柱 A セット 

内容：廿日市市シティプロモーション・移住定住促進 PR 

期間：平成 28年 10月 24日（月）～10月 30日（日）（7日間） 

ポスターサイズ：B1／ポスター枚数：20枚／ポスター仕様：4/0C、コート 135㎏ 

 

（様子）※写真 
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（２）新聞記事 

 

中国新聞：平成 28年 10月 25日（火） 

 

（３）効果検証 

【定量】 

 シャレオの 1日の通行量 130,000人×掲出期間 7日間 

＝掲出期間中 910,000人へ PRが行われた。 

 記事等掲載：中国新聞 

【定性】 

 モデル掘り起こし過程でのシティプロモーション協力者獲得（市民参加の実現） 

 生涯学習フェスタでの転載など、市内外での多様な場所での露出の機会を創出 

 廿日市市民の居住者満足および子育て世代が住むまちのイメージ認知度向上に貢献 
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【WEB アンケート調査】 

Q１ 紙屋町シャレオに掲出した「廿日市市移住定住 PR ポスター」を知っていますか。 

全体では、「知らない」と回答された人は87.3%と8割以上を占めている。広島都市圏と廿日市市を比較

すると、大きな差は見られていない。 

 

図４ 廿日市市移住定住 PR ポスター認知率（全体） 

 
（n=600） 

Q2 廿日市市移住定住ポスターで市内在住の家族をモデルにしたデザインについてどのように思われました

か。 

全体では、「非常に良いと思う」と思うと回答された人は、10.3%、「良いと思う」と回答された人は、

44.8%と半数以上は好意的に評価している。 

広島都市圏と廿日市市を比較すると、廿日市市では、「あまり良いとは思わない」と回答された人は、

12.0%、「良いとは思わない」と回答された人は、7.0%と否定的な意見がやや多い傾向を示している。 

 

図５ 廿日市市移住定住ポスターデザインの評価（全体） 

 
（n=600） 

 

Q３ 前問の廿日市市移住定住を PR するためのポスターとして分かりやすいと思いますか。 

 全体では、「非常に分かりやすい」と思うと回答された人は 8.7%、「分かりやすい」と回答された人は42.3%

と半数以上は好意的に評価している。広島都市圏と廿日市市を比較すると、大きな差は見られていない。 

 

図６ 廿日市市移住定住ポスターの評価（全体） 

 
（n=600）  
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知っている 知らない

10.3 44.8 33.0 8.0 3.8

0% 20% 40% 60% 80% 100% 非常に良いと思う

良いと思う

どちらともいえない

あまり良いとは思わない

良いとは思わない

8.7 42.3 33.3 12.2 3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100% 非常に分かりやすい

分かりやすい

どちらともいえない

分かりにくい

非常に分かりにくい
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２－２ 広島電鉄宮島線駅貼広告 

 広島電鉄宮島線にて、以下の内容でプロモーションを実施した。 

 

（１）概要 

媒体：広島電鉄宮島線駅・連貼りポスター 

種別：Aセット（計 24 カ所）および B セット（計 24 カ所） 

内容：廿日市市シティプロモーション・移住定住促進 PR 

期間：平成 29年 2月 28日（火）～3月 6日（月）（7日間） 

ポスターサイズ：B1／ポスター枚数：96枚／ポスター仕様：4/0C、ユポ紙 

 

（様子）※写真 

 

広電廿日市                        広電廿日市 

 

広電五日市                        広電商工センター入口 

 

広電高須                         広電東高須  
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（２）効果検証 

 宮島線 1日平均利用者約 47,000人×掲出期間 7日間 

＝掲出期間中 329,000人へ PRが行われた。 
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３ プロモーションビデオの制作と公開 

 廿日市市の露出度アップを行い、認知度を高めるための、さまざまな資源を広く紹介するプロモーション

ビデオの制作を行い、効果的に公開することを目的に実施した。 

 

３ー１ プロモーションビデオの概要 

廿日市市シティプロモーションを推進するにあたり、2 種類のプロモーションビデオを制作した。一つは、

廿日市市がどのようなまちなのかが、インフォグラフィックで理解しやすい映像を制作した。もう一つは、廿日

市市の海から山、街と里山という地形的な特徴とそこでのライフスタイルがイメージやすいように、地域住

民らに出演していただく映像を制作した。仕様などは以下のとおり。 

 

（インフォグラフィック編） 

コンテンツ名 ３分で分かるはつかいち。 

内容 インフォグラフィックを用いたアニメーションムービー。 

内容はラッピング電車で作成した資料から抜粋。 

映像様式 解 像 度：FULL HD 

フォーマット：MPEG4 

時間 3分 30秒 

納品形態 電子データ納品 

 

（ライフスタイル編） 

コンテンツ名 ちょうどいい。はつかいち。※以下 4編で構成 

１） ぶち山編 

２） ちいと山編 

３） ぎり街編 

４） なぎな海・島編 

内容 廿日市市の 4つの地域の特性を活かしたライフスタイルを紹介。各地域の様子とそ

こでの暮らしと仕事について取材をし、それぞれの「ちょうどいい。」を紹介する。 

映像様式 解 像 度：FULL HD 

フォーマット：MPEG4 

時間 １） ぶち山編 ･・・・・・・・・ 8分 

２） ちいと山編 ・・・・・・・  5分 

３） ぎり街編 ・・・・・・・・・ 4分 

４） なぎな海・島編 ・・・・ ５分 

納品形態 電子データ納品 
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３－２ プロモーションビデオの映像（抜粋） 

プロモーションビデオの画像をスクリーンプリントで一部抜粋した。内容は以下の通り。 

 

（インフォグラフィック編） 

  

（ライフスタイル編） 
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３－３ 新聞記事 

 

中国新聞：平成 29年 4月 19日（水） 

※事業終了後の記事、参考のために追加掲載 

 

３－４ 効果検証 

年度末（平成 29年 3月末）に完成のため、今年度の評価検証は行えず。平成 29年 4月以降

にユーチューブへ UPするため、再生回数が評価指標となる。 

（参考） 

 記事等掲載：中国新聞 
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４ 移住定住モニターツアーの実施 

廿日市市の「生活圏内の環境把握」と「地域住民・先輩移住者との交流」を基本的な内容とした体

験ツアーを沿岸部、中山間地域など市内のエリアごとに4回程度実施した。ツアーはバス移動による日帰

りを基本とし、主な対象は広島都市圏および近隣市町に住む子育て世代とした。 

ツアーは、廿日市市での暮らしや仕事について、理解と関心を深めるような行程を組んでおり、都市部

においては、住環境および価格、子育て支援センター、保育園、小学校、中学校などを回るとともに地域

の関係者らに直接話が聞けることを重視して企画した。また中山間部においては、田舎暮らしとしての魅

力や大変さを体験するとともに、先輩移住者との交流を重視して企画した。 

ツアーの実施時期・条件などは以下のとおり。 

 

実施回数：年 4回（沿岸部 2回、中山間部 2回） 

実施時期：第 2回 平成 28年 7月 24日（日） 

第 3回 平成 28年 10月 16日（日） 

第 4回 平成 28年 11月 20日（日）※最少催行人数に満たないため未実施 

第 5回 平成 29年 2月 5日（日） 

実施形態：バス移動による日帰りツアーを基本とし、１回あたりの参加者数は概ね 20名程度。 

   その他  ：参加者からの参加料の徴収については、市と協議して定める額を受託者が徴収する。 

※協議の結果、大人1,000円、子ども（3歳～12歳）500円、こども（3歳児未

満） は無料を基本とした。 

注）平成 28年度に実施したツアーを第 1回として、平成 29年度のツアーは第 2回

から第 5回とした。なお、第 4回は最少催行人数に満たないため実施しなかった。 
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４－１ 第 2回モニターツアー 

（１）概要 

目的：広島都市圏から廿日市市（廿日市・大野地域）への移住定住を促進するために、子育て

世代を中心としたモニターツアーを実施し、彼らに対して廿日市市での暮らしや仕事などライフ

スタイルのイメージを伝えることで、廿日市市への理解と関心を高め、移住先の候補として検討

してもらうために実施した。 

日時：平成 28年 7月 24日（日）9:30～16:00 ＜日帰り＞ 

集合場所：JR廿日市駅北口（北口階段下のロータリー付近）＜※9:00受付 9:30出発＞ 

参加条件：廿日市市での暮らしに関心のある方。アンケートにご協力いただける方。 

参加費：大人 1,000円、子ども 500円（3歳～12歳）※3歳未満は無料（但し食事なし） 

参加方法：チラシの配布、FAX・WEB からの申し込み 

募集人員：20名（最少催行人員） 

訪問場所等： 

 廿日市駅周辺の再開発（木造の駅舎、周辺の再開発や廿日市地域の概要説明） 

 福祉拠点「あいプラザ」の施設見学 

 隣接の「けん玉公園」見学 

 にこにこの森保育園 

 陽光台の団地見学（団地散策・平良小学校の見学含む） 

 宮島コーラルホテル 

 グランツォ宮島の下車見学（住環境・坪面積・価格帯・販売状況など説明） 

 大野地域の図書館、体育館、福祉施設を見学・意見交換  

 大野学園の施設見学   

 「古民家 café 輪」 ※カフェタイム、意見交換（質疑）、アンケート記入 

 

（２）ツアーの募集方法（案内・告知等） 

モニターツアーのチラシおよび各種メディアを通じて、ツアー参加者の募集を行った。案内・告知に関して

は、ハーストーリィプラス（以下：HSP）の協力を得て実施。 

■廿日市市モニターツアー チラシ配布先 

 名前 枚数 備考 

SHOP HOUSE 30  

SHOP くらしマルシェ/３６５ 30  

SHOP リシュラグループ 100  

SHOP WOODPRO 30  

SHOP Swinging Bird Kitchin 30  

SHOP キッシュグランココ 30  

SHOP クロワッサンマルシェ 20  

SHOP ５days market 30  
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SHOP 石内ぺノン（クラフトジャーナル） 30  

SHOP RAIZHAIRE 20  

SHOP 廿日市ゆめタウン内 50  

SHOP 広島ブランドショップTAU 60  

企業 Peecaboo 50  

その他 井口台シオン幼稚園 60  

その他 アステールプラザ（情報交流センター） 60  

その他 広島市西区子育て支援センター 50  

その他 広島市佐伯区皆賀公民館 30  

その他 広島市佐伯区役所 生活課 30  

その他 広島市佐伯区役所 保健福祉課 30  

SHOP わらうかど庭 30  

その他 うさぎっこランド（託児所） 20  

その他 デイサービスけいあい園 20  

SHOP 広島インテリアホテルアネックス 30  

SHOP 広島ダイヤモンドホテル 30  

SHOP レンタルキモノMINE 20  

SHOP Anna Cafe 20  

その他 弊社取引先企業様 60  

合計 1,000  

■WEB 

 HSP運営サイト「プラスなプレス」  

 HSP運営サイト「オヤとコと。」  

 HSP FACEBOOKページ  

 広島経済新聞WEB版  

 いくちゃんネット  

 広島ニュース食べタインジャー  

 TAUのＨＰ、FACEBOOKページ  

 広島県交流支援サイト  

■紙媒体 

 中国新聞 ふれあい交差点イベント情報  

 リビング新聞募集記事 平成28年7月9日号 

■TV 

広島TV テレビ派内「街かど伝言板」コーナー  
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4（３）メディア掲載・募集告知 

 

リビング新聞募集記事（平成 28年 7月 9日号）   SUUMO マガジン 

 

 

（４）募集チラシ（制作物） 

募集チラシ・1500部印刷 

 

表面                          裏面 
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（５）モニターツアー効果検証 

本ツアーの内容、結果に関して、定量および定性の面から以下の効果検証が確認された。 

【定量】 

 本ツアーの参加者は 5組 15名。内訳は以下の通り。 

参加者：15名（内・大人男性 3名、大人女性 6名、子ども 6名） 

参加者の居住地域：西区、東区、南区、海田町、府中町 

【定性】 

 不動産業者、保育所経営者と連携した案内により、廿日市市における住宅事情と保育事情

を詳細に伝えることができた。 

 小学校や中学校の施設の見学、教育的な取り組みを知ることで廿日市市が教育に力を入れ

ていることを伝えることができた。 

 廿日市原地区の古民家を活用した事業者（移住者）らの話を聞くことができて、都市部で

の自然ライフのイメージを伝えることができた。 

    

（６）アンケート調査・結果概要 

調査対象：大人 9名＋中学生 1名の計 10名（※小学生以下 5名は対象外） 

調査方法：アンケート直接配布・記述式 

調査時期：古民家 café 輪にて、実施・即日回収 ※回収率 100％ 

調査報告書：別冊の報告書を参照※以下一部抜粋 

 

Q１ 本ツアーに参加して、廿日市市での生活について、興味・関心は高まりましたか？該当するもの1つに○をつけて

ください。 

最も多いのは、「とても高まった」の4名である。次いで多いのは、「高まった」「わからない」でそれぞれ3名選んでいる。「わ

からない」を選んだ 3名は全員女性である。 

 

 

 

4 

3 

3 

0 

0 

□とても高まった 

□高まった 

□わからない 

□あまり高まっていない 

□高まらなかった 

【本ツアーに参加して、廿日市市での生活について、興

味・関心は高まりましたか】 
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Q２ 今回のツアーに参加して、廿日市市の印象は変わりましたか？ 

参加者全員が廿日市市の印象が変わったと回答した。内容は以下の表に記述する。 

 

 

 

Q３ （自由記述）「変わった」を選択した人にお聞きします。どの辺が変わりましたか？ 

男 学校、保育園、いろいろな施設が充実している。かつ、整っているので驚きました。 

女 駅の近くが意外と平地がある。公共施設が充実している。にこにこの森保育園の自然保育園に興味がすごくわい

た。 

男 知らない土地なので、子どもに対しての取り組み、住環境を知ることができた。にこにこの森保育園の園長の取り組

み、市長への働きかけ、イクボス宣言の取り組みを知ることがイクボス宣言に公約をつけてもらえると、本当に取り組

んでもらえると思うので、宜しくお願いします。 

女 駅もたくさんあり、海、山、自然がいっぱいで、ゆとりがあり、子育て環境も充実していて、老人にも優しそう。 

女 田舎と思っていたけど、普通に広島市内よりもいいじゃんって思いました。 

女 子育て環境の充実が図られている 

女 子育てに対し、すごく積極的で地域全体で取り組もうという姿勢に驚きました。学校も新しく、イメージが変わりまし

た。 

男 イメージがなかったので、具体的にどんな市だというイメージがわかった。子育ての充実に力を入れていること。 

 

  

□変わった 

100% 

□特に変わらな

かった。 

0% 

【今回のツアーに参加して、廿日市市の印象の変化の有

無】 
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（７）モニターツアーの様子 

 

バス移動中・車中説明          子育て支援センター           けん玉公園 

 

にこにこの森保育園            車中より不動産説明          平良小学校 

 

昼食：コーラルホテル           グランツォ宮島の下車見学       大野市民センター 

 

図書館                   大野学園                 大野学園 

 

大野学園                 古民家 café 輪              古民家 café 輪・集合写真  
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４－２ 第 3回モニターツアー 

（１）概要 

目的：広島都市圏から廿日市市（佐伯地域）への移住定住を促進するために、子育て世代の参

加を中心としたモニターツアーを実施し、彼らに対して廿日市市での暮らしや仕事などライフスタ

イルのイメージを伝えることで、廿日市市への理解と関心を高め、移住先の候補として検討して

もらうために実施した。なお、中山間地域への移住定住ツアーは初であり、移住定住よりも交

流人口の拡大を目指したファンづくりのためのツアーとして企画した。 

日時：平成 28年 10月 16日（日）9:00～16:00 ＜日帰り＞ 

集合場所：JR廿日市駅北口（北口階段下のロータリー付近）＜※8:30受付 9:00出発＞ 

参加条件：廿日市市での暮らしに関心のある方。アンケートにご協力いただける方。 

参加費：大人 1,000円、子ども 500円（3歳～12歳）※3歳未満は無料（但し食事なし） 

参加方法：チラシの配布、FAX・WEB からの申し込み 

募集人員：20名（最少催行人員） 

訪問場所等：  

 JR廿日市駅周辺の再開発（木造の駅舎、周辺の再開発や廿日市地域の概要説明） 

 佐伯地域大虫地区 ※田舎暮らし体験の実施 

 草刈り、薪割り体験 

 田舎料理体験 

 佐伯の生活情報・イベント情報提供 

 空き家見学 ※大虫地区の空き家 2軒を見学 

 万古渓見学（希望者のみ） 

 起業家訪問「森の中の NiYA」 ※移住者（美容院経営者）との交流 

 友和市民センター ※カフェタイム、意見交換（質疑）、アンケート記入 

 

（２）ツアーの募集方法（案内・告知等） 

モニターツアーのチラシおよび各種メディアを通じて、ツアー参加者の募集を行った。案内・告知に関して

は、ハーストーリィプラス（以下：HSP）の協力を得て実施。 

■廿日市市モニターツアー チラシ配布先 

 名前 枚数 備考 

SHOP HOUSE 30  

SHOP くらしマルシェ/３６５ 30  

SHOP リシュラグループ 100  

SHOP WOODPRO 30  

SHOP ナプル 30  

SHOP キッシュグランココ 30  

SHOP DELI CAFÉ bon gouter 20  

SHOP Ihana design 30  
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SHOP 石内ぺノン（クラフトジャーナル） 30  

SHOP RAIZHAIRE 20  

その他 井口台シオン幼稚園 60  

その他 マリア幼稚園 50  

その他 アステールプラザ（情報交流センター） 60  

その他 広島市西区子育て支援センター 50  

その他 広島市佐伯区皆賀公民館 30  

その他 広島市佐伯区楽々園公民館 30  

その他 佐伯区スポーツセンター 30  

SHOP 佐伯区民文化センター 50  

その他 廿日市アイプラザ 60  

その他 廿日市中央市民センター 30  

SHOP わらうかど庭 30  

SHOP うさぎっこランド（託児所） 30  

SHOP 中谷アート社 20  

その他 弊社取引先企業様・イベント参加者 120  

合計 1,000  

■WEB 

 HSP運営サイト「プラスなプレス」  

 HSP運営サイト「オヤとコと。」  

 HSP FACEBOOKページ  

 広島経済新聞WEB版  

 いくちゃんネット  

 広島ニュース食べタインジャー  

 TAUのＨＰ、FACEBOOKページ  

 広島県交流支援サイト  

■紙媒体 

 中国新聞  

 西広島タイムス  

 中国新聞Cue  
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（３）メディア掲載・募集告知 

以下のメディアで募集を告知した。 

 

西広島タイムス（平成 28年 9月 30日号） 

  

（４）募集チラシ（制作物） 

募集チラシ・1500部印刷 

 

表面                          裏面 
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（５）モニターツアー効果検証 

本ツアーの内容、結果に関して、定量及び定性の面から以下の効果検証が確認された。 

【定量】 

 本ツアーの参加者は 9組 20名。内訳は以下のとおり。 

参加者：20名（うち大人男性 5名、大人女性８名、子ども 7名） 

参加者の居住地域：岩国市、大竹市、廿日市市（吉和）、佐伯区、三原市、岡山市、

匹見町 

 記事等掲載：中国新聞、西広島タイムス 

【定性】 

 交流を継続する家族の獲得（集落再訪家族が 1組、後日連絡があった参加者が 1名） 

 参加者と地域住民のつながりを実現。仕事や空き家情報に関して、情報交換ができる関係の

構築に貢献。参加者の一組が移住に向けて積極的に動ける環境を提供。 

 地域住民の移住者を受け入れるためのイメージやノウハウなど、経験値を積む。 

   ➡モニターツアー実施の成果として、移住見込み層の関心度 UP、移住見込み客の獲得に貢献。 
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（６）アンケート調査・結果概要 

調査対象：大人 13名（※小学生以下 7名は対象外） 

調査方法：アンケート直接配布・記述式 

調査時期：友和市民センターにて、実施・即日回収 ※回収率 100％ 

調査報告書：別冊の報告書を参照※以下一部抜粋 

 

Q１ 本ツアーに参加して、廿日市市の里山地域（佐伯地域）での暮らしについて、興味・関心は高まりましたか？

該当するもの 1 つに○をつけてください。 

最も多かったのは、「高まった」の 67％である。（男性 3名、女性 5名） 

「 とても高ま った 」 の 16% と合わせると 、 83％の人たちが、興味・関心は高まったと回答している。

とても高

まった
16%

高まった
67%

わからない
17%

あまり高まって

いない

0%

高まらなかった
0%

【本ツアーに参加して、廿日市市の里山地域（佐伯地域）で

の暮らしについて、興味・関心は高まりましたか】

 

Q２ 上記を選択した理由について 

男 特に魅力を感じることが無かったため。 

男 
もともと移住するつもりで、その気持ちは強いので、それは変わらないが、今ツアーに参加したことで、家探しの足がかり

（人との出会い、エリアを知ること）にすごく役立ち、感謝しています。 

男 
里山での暮らしの一部に触れることで、実際に住んだらどうだろうと、具体的に考えるきっかけになりました。とても楽し

かったです。 

女 
今、畑をしていて、それだけでも自然と共に生きる大変さを感じていて、里山暮らしは大変だろうと思っていましたが、

ゆったりと流れる時間の中で、暮らすのもいいなと思いました。 

男 こういう生活もいいなと思ったので。 

女 自分の知らない地域に、とても素敵な場所があったんだなぁと感動しました。 

女 
もともと関心はあるので、さらに高まったかというと、そうでもない。良い場所だが、今探している目的とは違っていたと思

う。 

男 
子どもが大学を卒業した後に田舎暮らしを考えている為。将来的には、貰える年金だけで、可能な限り必要な食べ

物を自分で調達しながら、のんびりと生活できることが理想です。 

女 山があり、沢がありと癒されました。また住民の方が親切で温かく、楽しい時間を過ごすことができました。ありがとうご



 

32 

ざいました。 

女 とても素敵な土地で感激しましたが、初めての土地だったので、現実的にはすぐにとは考えられないです。 

女 実際に住んでいる人たちの暮らしを見て、聞けて、とてもイメージができました。 

 

Q３ 本ツアーに参加して、廿日市市への移住についての検討度（意欲）は高まりましたか？該当するもの 1 つに○

をつけてください。 

最も多いのは、「わからない」の 58％である。（男性３名、女性４名） 

次いで多いのは、「高まった」の 25％である。（男性 1名、女性 2名） 

「とても高まった」は 17％であるが、これは女性 2名の回答である。 

とても高

まった
17%

高まった

25%
わからない

58%

あまり高まって

いない

0%

高まらなかった
0%

【本ツアーに参加して、廿日市市への移住についての検討

度（意欲）は高まりましたか】
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（７）モニターツアーの様子 

 

バス移動                  古民家到着                参加者自己紹介 

 

草刈り指導                 草刈り体験                薪割体験指導  

 

薪割体験                  魚焼き体験                かまどでご飯炊き体験 

 

こんにゃくづくり体験             昼食交流会               古民家見学 

 

古民家見学                意見交換会・アンケート記入      お土産：大虫米  
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（８）新聞記事 

中国新聞：平成 28年 10月 6日（木） 

 

 

西広島タイムス：平成 28年 10月 21日号  
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４－３ 第 4回モニターツアー 

（１）概要 

目的：広島都市圏から廿日市市（廿日市・大野地域）への移住定住を促進するために、子育て

世代を中心としたモニターツアーを実施し、彼らに対して廿日市市での暮らしや仕事などライフ

スタイルのイメージを伝えることで、廿日市市への理解と関心を高め、移住先の候補として検討

してもらうために実施した。 

日時：平成 28年 11月 20日（日）9:30～16:30 ＜日帰り＞ 

集合場所：JR廿日市駅北口（北口階段下のロータリー付近）＜※9:00受付 9:30出発＞ 

参加条件：廿日市市での暮らしに関心のある方。アンケートにご協力いただける方。 

参加費：大人 1,000円、子ども 500円（3歳～12歳）※3歳未満は無料（但し食事なし） 

参加方法：チラシの配布、FAX・WEB からの申し込み 

募集人員：20名（最少催行人員） 

訪問場所等： 

 廿日市駅周辺の再開発（木造の駅舎、周辺の再開発や廿日市地域の概要説明） 

 福祉拠点「あいプラザ」の施設見学 

 隣接の「けん玉公園」見学 

 にこにこの森保育園 

 陽光台の団地見学（団地散策・平良小学校の見学含む） 

 宮島コーラルホテル（昼食） 

 大野地域の図書館、体育館、福祉施設を見学・意見交換  

 大野学園の施設見学 

 ココチヒルズ（住環境・坪面積・価格帯・販売状況など説明）   

 「古民家 café 輪」 ※カフェタイム、意見交換（質疑）、アンケート記入 

 

（２）ツアーの募集方法（案内・告知など） 

モニターツアーのチラシおよび各種メディアを通じて、ツアー参加者の募集を行った。案内・告知に関して

は、ハーストーリィプラス（以下：HSP）の協力を得て実施。 

■廿日市市モニターツアー チラシ配布先 

 名前 枚数 備考 

SHOP HOUSE 30  

SHOP くらしマルシェ/３６５ 30  

SHOP リシュラグループ   50  

SHOP WOODPRO 20  

SHOP ナプル 20  

SHOP キッシュグランココ 30  

SHOP DELI CAFÉ bon gouter 30  

SHOP ihana design 30  
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SHOP 石内ぺノン（クラフトジャーナル） 30  

SHOP RAIZHAIRE 20  

その他 井口台シオン幼稚園 30  

その他 マリア幼稚園 30  

その他 アステールプラザ（情報交流センター） 30  

その他 広島市西区子育て支援センター 20  

その他 広島市佐伯区皆賀公民館 20  

その他 広島市佐伯区楽々園公民館 30  

その他 佐伯区スポーツセンター 20  

その他 佐伯区民文化センター 20  

その他 廿日市アイプラザ 20  

その他 廿日市中央市民センター 20  

SHOP わらうかど庭 30  

その他 うさぎっこランド（託児所） 30  

SHOP 中谷アート社 20  

その他 弊社取引先企業様・イベント参加者 120  

合計 1000  

■WEB 

 HSP運営サイト「プラスなプレス」  

 HSP運営サイト「オヤとコと。」  

 HSP FACEBOOKページ  

 広島経済新聞WEB版  

 いくちゃんネット  

 TAUのＨＰ、FACEBOOKページ  

 広島県交流支援サイト  

■紙媒体 

 中国新聞募集記事  

 中国新聞情報誌「Cue」  

 西広島タイムス  

 

（３）メディア掲載・募集告知 

以下のメディアで募集を告知した。 

 

中国新聞 Cue募集記事（平成 29年 11月 11日号）  
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（４）募集チラシ（制作物） 

募集チラシ・1500部印刷 

 

表面                          裏面 

 

（５）モニターツアー効果検証 

本ツアーの内容、結果に関して、定量および定性の面から以下の効果検証が確認された。 

＜定量＞ 

本ツアーの申し込みは、1組 1名（京都府在住）。 

➡最少催行人数を満たさなかったため、本ツアーの催行を中止した。 
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４－４ 第 5回モニターツアー 

（１）概要 

目的：広島都市圏から廿日市市（吉和地域）への移住定住を促進するために、子育て世代の参

加を中心としたモニターツアーを実施し、彼らに対して廿日市市での暮らしや仕事などライフスタ

イルのイメージを伝えることで、廿日市市への理解と関心を高め、移住先の候補として検討して

もらうために実施した。なお、中山間地域への移住定住ツアーは暮らしだけでなく、楽しみという

要素も重視し、移住定住よりも交流人口の拡大を目指したファンづくりのためのツアーとして企

画した。 

日時：平成 29年 2月 5日（日）9:00～17:00 ＜日帰り＞ 

集合場所：JR廿日市駅北口（北口階段下のロータリー付近）＜※8:30受付 9:00出発＞ 

参加条件：廿日市市での暮らしに関心のある方。アンケートにご協力いただける方。 

参加費：大人 1,000円、子ども 500円（3歳～12歳）※3歳未満は無料（但し食事なし） 

参加方法：チラシの配布、FAX・WEB からの申し込み 

募集人員：20名（最少催行人員） 

訪問場所等：  

 JR廿日市駅周辺の再開発（木造の駅舎、周辺の再開発や廿日市地域の概要説明） 

 道の駅「スパ羅漢」 

 吉和地域第 2集会所付近  

 雪かき体験、大根掘り体験 

 猪鍋料理体験（昼食交流会） 

 吉和の生活情報・イベント情報提供 

 地域内見学（バス移動で主要な施設見学） 

 吉和学園訪問 

 道の駅「スパ羅漢」 

 

（２）ツアーの募集方法（案内・告知等） 

モニターツアーのチラシおよび各種メディアを通じて、ツアー参加者の募集を行った。案内・告知に関して

は、ハーストーリィプラス（以下：HSP）の協力を得て実施。 

■廿日市市モニターツアー チラシ配布先 

 名前 枚数 備考 

SHOP HOUSE 30  

SHOP くらしマルシェ/３６５ 30  

SHOP リシュラグループ   50  

SHOP WOODPRO 20  

SHOP ナプル 20  

SHOP 道の駅 リストアステーション 30  

SHOP 道の駅 スパ羅漢 30  
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SHOP 道の駅 湖畔の里福富 30  

SHOP 道の駅 びんご府中 30  

SHOP ひろしま音楽鑑賞協会 20  

その他 佐伯区スポーツセンター 30  

その他 佐伯区民文化センター 30  

その他 安佐南区民文化センター 30  

その他 とんかつ太一 20  

その他 串度市民センター 20  

その他 あいプラザ 30  

その他 あいプラザ オープンスペース 20  

SHOP 廿日市市民センター 20  

その他 宮内市民センター 20  

その他 佐方市民センター 20  

SHOP ほの湯 楽々園店 20  

SHOP 弊社取引先企業様・イベント参加者 50  

合計 600  

■WEB 

 HSP運営サイト「プラスなプレス」  

 HSP運営サイト「オヤとコと。」  

 HSP FACEBOOKページ  

 広島経済新聞WEB版  

 TAUのＨＰ、FACEBOOKページ  

 広島県交流支援サイト  

■紙媒体 

 中国新聞募集記事  

 中国新聞情報誌「Cue」  

 西広島タイムス  

 

  



 

40 

（３）メディア掲載・募集告知 

以下のメディアで募集を告知した。 

 

西広島タイムス（平成 29年 1月 20日号）  中国新聞 Cue募集記事（平成 29年 1月 27日号） 

 

 

中国新聞：平成 29年 1月 28日（土） 
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（４）募集チラシ（制作物） 

募集チラシ・1500部印刷 

 

表面                                  裏面 

 

（５）モニターツアー効果検証 

本ツアーの内容、結果に関して、定量および定性の面から以下の効果検証が確認された。 

【定量】 

 本ツアーの参加者は 6組 11名。内訳は以下のとおり。 

参加者：11名（内・大人男性 4名、大人女性 3名、子ども 4名） 

参加者の居住地域：大竹市、佐伯区、安佐南区、東区、呉市、坂町 

 記事等掲載：西広島タイムス 

【定性】 

 参加者と地域住民のつながりを実現。仕事や空き家情報に関して、情報交換ができる関係の

構築に貢献。参加者の多くが再度の来訪意向を示す。 

 自然体験の場としての認知度が向上。参加者の多くが観光での訪問意欲が高まる。 

 地域住民の移住者を受け入れるためのイメージやノウハウなど、経験値を積む。 

   ➡モニターツアー実施の成果として、移住見込み層の関心度 UP、移住見込み客の獲得に貢献。 
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（６）アンケート調査・結果概要 

調査対象：大人 7名（※小学生以下 4名は対象外） 

調査方法：アンケート直接配布・記述式 

調査時期：吉和学園にて、実施・即日回収 ※回収率 100％ 

調査報告書：別冊の報告書を参照 

 

Q１ 本ツアーに参加して、廿日市市の里山地域（吉和地域）での暮らしについて、興味・関心は高まりましたか？

該当するもの 1 つに○をつけてください。 

最も多かったのは、「高まった」の 100％である。（男性 4名、女性 3名） 

「とても高まった」の回答は得られなかったが、全体的に満足度の高さがうかがえる。 

 

 

Q２ 上記を選択した理由について 

男 廿日市市内からのアクセスの便利さ、生活に関してあまり不便さを感じない。 

女 自然のある所に来て、実際に住まれている方のお話を聞けて、なんとなくだった気持ちが少し前向きに変わりました。 

男 現実的にすぐは難しい。仕事のことなどの課題を解決することが出来れば、検討していきたい。 

男 地域の住民が温かい感じがした。 

女 少人数なので、学校でも子どもがすぐにみんなと仲良くなれるし、勉強も丁寧に教えてくれそうだから。 

女 地域の輪が強く、とても魅力があった。居心地も良い。 

 

  

とても高まった 

0% 

高まった 

100%（7名） 

わからない 

0% 

あまり高まって

いない 

0% 

高まらなかった 

0% 

【本ツアーに参加して、廿日市市の里山地域（吉和地域）で

の暮らしについて、興味・関心は高まりましたか】 
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Q３ 本ツアーに参加して、廿日市市への移住についての検討度（意欲）は高まりましたか？該当するもの 1 つに○

をつけてください。 

最も多いのは、「高まった」の 71％である。（男性３名、女性 2 名）次いで多いのは、「わからない」の 29％である。

（男性 1名、女性 1名） 

移住の検討度（意欲）が「高まった」という評価を得たことは、一定の成果があったといえる。佐伯地域のモニターツアー

では、「わからない」が最も多かった。 

 

 

 

  

とても高まった 

0% 

高まった 

71%（5名） 

わからない 

29%（2名） 

あまり高まって

いない 

0% 

高まらなかった 

0% 

【本ツアーに参加して、廿日市市への移住についての検討度

（意欲）は高まりましたか】 
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（７）モニターツアーの様子 

 

主催者挨拶＠バス                集会所・説明                    雪かき体験指導 

 

雪かき体験                      除雪機見学                     大根堀体験 in雪 

 

お茶の葉煎り体験                 食事準備                  猪鍋 

 

昼食交流会                吉和地域説明              バス移動で吉和見学（ガイド） 

 

吉和学園校長先生・挨拶        吉和学園中学生プレゼン        記念撮影＠吉和学園 
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（８）新聞記事 

  

西広島タイムス：平成29年2月10日号（1面） 

西広島タイムス：平成29年2月10日号（2面） 
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５ 地元学のプログラム開発 

市外への人口流出抑制や、Ｕターン移住者の増加および交流人口の拡大などを狙いとした、魅力的

な地元学のプログラムを開発し、地元への愛着心の醸成や廿日市市のシビックプライド形成のベースを構

築することを目的に実施した。 

なお、この取り組みは主に市内に住む子どもが、地域への誇りや愛着心を持つことにより、将来にわたっ

て本市に住み続けることや、進学、就職、結婚などによりいったんは市外に居住した場合でも、再び本市

に移住することで地域の継続性や地域力維持を図ることに資するものであることから、長期的取り組みと

して位置付けている。 

 

５－１ 事業概要 

（１）概要 

本事業は、モデル校として立候補した「大野東中学校」を対象として、総合的な学習の時間を利用し

て、シティプロモーション業務における地元学のモデルの構築を試みた。しかしながら、地元学の具体的な

イメージがないことから、どのような事業にしていくのか、という議論から始まっている。 

本事業は、株式会社ジブンノオトの大野圭司氏をアドバイザーとして招請し、大野東中学校、廿日市

市教育委員会、廿日市市シティプロモーション室、JTB中国四国で協議を重ねながら事業を推進した。 

大野東中学校での「総合的な学習の時間」の授業内容の事前検討、授業実施のサポート・講評な

どを行うことで、「総合的な学習の時間」に効果的に取り組むことができた。 

また、大野東中学校だけでなく、廿日市高等学校、四季が丘小学校との接点を得て、随時、地元学

を推進するためのサポートを実施したため、「ふるさと学習先進事例発表会」を開催することができたことも

大きな成果と言える。大会の閉会挨拶では、教育長からは全市的に取り組みたい意向の発言もあり、

成果のあった内容といえる。 

そして、大野東中学校、廿日市市シティプロモーション室、廿日市市教育委員会、地域住民らとの連

携による事業の実現ができたことは大きな成果と言える。この体制を構築することが持続可能な事業に

資することが期待される。 
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（２）事業経過一覧 

 今年度、大野東中学校をモデルとしつつ、小中高の連携を行うために、四季が丘小学校、廿日市高

等学校への訪問（視察・講演など）を行った。主な実施内容は以下のとおり。 

 

回 日程 場所 内容 

1 5月 27日㈮ 廿日市市役所 キックオフミーティング 

2 6月 9日㈭ 大野東中学校 メンバー内研修、情報共有 

3 6月 28日㈫ 廿日市市役所 平成 28年度のゴール設定など 

4 7月 11日㈪ 大野東中学校 1年生「総合的な学習の時間」授業参観：テーマ決定 

5 7月 21日㈭ 廿日市市役所 主な協議：校内研修打ち合わせなど 

6 8月 22日㈪ 大野東中学校 校内研修、意見交換 

7 9月 14日㈬ 廿日市高等学校 廿日市市シティプロモーション室講演＠廿日市高等学校 

8 9月 28日㈬ 大野東中学校（高津

堂 本店） 

1年生「総合的な学習の時間」授業参観：もみじ饅頭研究 

9 10月 11日㈫ 大野東中学校 1 年生「総合的な学習の時間」授業参観：あさり研究（料理

づくり） 

10 10月 14日㈮ 大野東中学校（浜毛

保漁場） 

1 年生「総合的な学習の時間」授業参観：浜毛保漁業協同

組合・あさり掘り体験 

11 10月 30日㈰ 大野東中学校 文化祭での発表会 

12 11月 2日㈬ 大野東中学校 主な協議：アンケート調査、3月発表会、2年生修学旅行 

13 11月 15㈬ 大野東中学校 1 年生「総合的な学習の時間」授業参観：WS 授業（研究

のとりまとめ） 

14 12月 9日㈮ 大野東中学校 廿日市市シティプロモーション室講演＠大野東中学校 

15 12月 20日㈫ 廿日市市役所 主な協議：アンケート調査、3月発表会、2年生修学旅行 

16 1月 27日㈮ 大野東中学校（宮島

口周辺） 

旅行者等への大野に関するアンケート調査（サポート実施）

＠宮島口周辺 

17 2月 2日㈭ 四季が丘小学校 大竹市・廿日市市キャリア教育部会研修 

4年生「総合的な学習の時間」授業参観：地域防災 

18 2月 7日㈫ 大野東中学校 1年生「総合的な学習の時間」プレゼンテーション学習の実施 

19 2月 22日㈬ 廿日市高等学校 ふるさと学習先進事例発表会 打ち合わせ 

20 3月 3日㈮ 四季が丘小学校 ふるさと学習先進事例発表会 打ち合わせ 

21 3月 6日㈪ 大野東中学校 ふるさと学習先進事例発表会、プレゼンテーション予選会 

22  3月 14日㈫ はつかいち文化ホールさくらぴあ ふるさと学習先進事例発表会 リハーサル 

23  3月 18日㈯ はつかいち文化ホールさくらぴあ ふるさと学習先進事例発表会 （本番） 
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５－２ 校内外での研修・学習支援 

 本事業を推進するにあたり、複数回の協議を重ねるとともに、以下の事業のサポートを行った。 

 

（１）シティプロモーション室の講演（廿日市高等学校） 

＜概要＞ 

日時：平成 28年 9月 14日（水） 

場所：廿日市高等学校 体育館 

講師：シティプロモーション室 

廿日市高等学校の１年生が取り組む「総合的な学習」の時間に、廿日市市シティプロモーション室が

講演を行った。廿日市市の現状と課題、シティプロモーション活動の方向性について講演することで、高

校生たちも「総合的な学習」の取り組みに必要な基礎的な情報を得ることができた。 

（当日の様子） 

 

 

（２）高津堂本店での学習（大野東中学校） 

＜概要＞ 

日時：平成 28年 9月 28日（水） 

場所：元祖もみじ饅頭 高津堂 本店 

講師：高津堂 三代目店主 

もみじ饅頭の発祥のお店「高津堂」に訪れ、もみじ饅頭の歴史や製造方法について学んだ。 

試食品もご提供いただきながら、地元の菓子メーカーとして、もみじ饅頭への熱い思いを生徒たちも感

じることができた。 

（当日の様子） 
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（３）あさり・あさり料理の学習（大野東中学校） 

＜概要＞ 

日時：平成 28年 10月 11日（火） 

場所：大野東中学校 

講師：浜毛保漁業協同組合 

浜毛保漁業協同組合の皆さんが講師となり学習を支援。大野あさりを使い、水蒸し、ニラの卵とじ、

パスタを調理し試食することで、大野あさりの魅力を五感で体感することができた。 

（当日の様子） 

 

 

（４）あさり養殖体験※浜毛保漁業協同組合（大野東中学校） 

＜概要＞ 

日時：平成 28年 10月 14日（金） 

場所：浜毛保漁協のあさり養殖場 

講師：浜毛保漁業協同組合 

浜毛保漁業協同組合を訪問し、全国でも珍しい「区割り漁法」のあさり養殖を体験することで、大野

あさりの特徴を体感することができた。手掘りという、大野あさりの伝統について現場で学ぶことができた。 

（当日の様子） 
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（５）大野東中学校文化祭 

＜概要＞ 

日時：平成 28年 10月 30日（日） 

場所：大野東中学校 

これまで、班ごとに調べた「大野のよさ」について、もみじ饅頭と大野あさりという、2 つのテーマの研究発

表が文化祭にて行われた。聴講する人たちに対して、直接伝え、その反応を直接的に感じる機会は非

常に有意義な学習といえる。 

（当日の様子） 

 

 

（６）WS（授業づくり部会）※研究のとりまとめ（大野東中学校） 

＜概要＞ 

日時：平成 28年 11月 15日（火） 

場所：大野東中学校 １年２組 

これまで体験し学んだ「大野のよさ」を、さらに多くの人に伝えるためには、どんな工夫が必要かについて

考えた。もっと大野のよさを知ること、発表手段の工夫が必要というまとめになった。 

（当日の様子） 
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（７）シティプロモーション室の講演（大野東中学校） 

＜概要＞ 

日時：平成 28年 12月 9日（金） 

場所：大野東中学校 視聴覚室 

講師：シティプロモーション室 

11 月 15 日（火）の授業で課題として挙がった、「伝え方の工夫」を学ぶために、シティプロモーション

室によるプロモーション学習を実施。「総合的な学習の時間」を充実させるには、専門的な知識と経験を

持つ方々の学習支援は重要である。なぜ取り組むのか、どのように取り組むのか、などノウハウ的な視点を

含めて蓄積することが重要だと思われる。 

（当日の様子） 

 

 

（８）宮島口周辺でのアンケート調査（大野東中学校） 

＜概要＞ 

日時：平成 29年 1月 27日（金） 

場所：宮島口 

校外（宮島口）にて、もみじ饅頭と大野あさりについてアンケート調査を実施。当初は恥ずかしがって

観光客らへ声を掛けることができなかったが、一度声を掛けると、積極的に行動した。 普段の教室での

授業では見ることがない、生徒たちの行動を見て先生方も驚きながら、中学生の可能性を感じていた。 

（当日の様子） 
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（９）大竹市・廿日市市キャリア教育部会研修等（四季が丘小学校） 

＜概要＞ 

日時：平成 29年 2月 2日（木） 

場所：四季が丘小学校 

キャリア教育部会研修・講師：大野圭司氏（㈱ジブンノオト） 

ふるさと学習先進事例発表会に向けて、「総合的な学習の時間」の防災学習の研究成果の授業を

参観する。発表内容からは学習の深まりを確認することができたが、プレゼンテーションには課題が見られ

た。 

キャリア教育部会研修では、周防大島町の小学校での実践について、大野圭司氏に発表をしていた

だいた。 

（当日の様子） 

 

 

（10）プレゼンテーション学習の実施（大野東中学校） 

＜概要＞ 

日時：平成 29年 2月 7日（火） 

場所：大野東中学校 視聴覚室 

講師：大野圭司氏（㈱ジブンノオト） 

クラスごとの代表チームを選出するプレゼンテーション予選に備え、プレゼンテーションの目的や手法につ

いて、主体的で対話的な学習を実施した。 

（当日の様子） 
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（11）プレゼンテーション予選会（大野東中学校） 

＜概要＞ 

日時：平成 29年 3月 6日（月） 

場所：大野東中学校 視聴覚室 

講評：廿日市市シティプロモーション室、廿日市市教育委員会、大野圭司氏（㈱ジブンノオト）、JTB

中国四国（受託事業者） 

ふるさと学習先進事例発表会にて、プレゼンテーションを行う代表チームを決めるための予選会をクラス

毎に実施。生徒同士による相互評価に合わせ、特別審査員として、推進チームが参画し評価および講

評を行った。 

（当日の様子） 
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５－３ ふるさと学習先進事例発表会 

廿日市市内の児童生徒に「ふるさと廿日市」への愛着と誇りを持たせ、児童生徒の発信力により、市

民・事業者らとその思いを共有する。また、次年度以降、市内全小中学校で取り組む「ふるさと学習」を、

より充実させるため、先進的に実施している学校を他行に紹介する機会として実施した。 

 

（１）実施概要 

日時：平成 29年 3月 18日（土） 10:00～12:00 

会場：はつかいち文化ホール さくらぴあ大ホール 

プログラム： 

 １．開会 

 ２．市長挨拶 

 ３．取り組み趣旨説明 

 ４．発表 

    四季が丘小学校 4年生 

・四季が丘絆プロジェクト Let’s 防災 

    大野東中学校 1年生 

     ・1組 大野あさりのおいしさのひみつ 

     ・2組 私たちの住む大野のよさ～大野あさり～ 

     ・3組 大野のよさを伝える 

     ・4組 大野★もみじまんじゅう 

    廿日市高等学校 1年生 

     ・さくらバスで footばす 

     ・廿日市の産業活性化について 

      ～お砂焼きの知名度を向上させるために～ 

 ５．児童生徒・他校の感想 

 ６．市長講評 

 ７．教育長講評・挨拶 

 ８．閉会 

 

司会進行：シティプロモーション室 

コーディネーター：株式会社ジブンノオト 代表取締役社長  大野圭司 氏 

  

参加者：延べ約 500名（※発表者含む） 
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（当日の様子） 

 

開会あいさつ（司会）           眞野勝弘市長挨拶           市職員・説明 

 

コーディネーター：大野圭司氏挨拶   四季が丘小学校             四季が丘小学校 

 

四季が丘小学校              大野東中学校              大野東中学校 

 

大野東中学校               廿日市高等学校             廿日市高等学校 

   

眞野勝弘市長講評            教育長挨拶                記念撮影 
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（２）新聞記事 

中国新聞：平成 29年 3月 17日（金） 

 西広島タイムス：平成 29年 3月 24日号（１面） 
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（３）効果検証 

【定量】 

 大野東中学校 1年生 160名、廿日市高等学校 1年生 250名、四季が丘小学校 4年生 60

人、6年生 30名およびその学校関係者に対して、シティプロモーション事業活動を普及した。 

 ふるさと学習先進事例の発表会の実施で、市内外の約 500 名（来場者）の人たちに対して、シ

ティプロモーション事業活動を普及した。 

 記事等掲載：中国新聞、西広島タイムス 

【定性】 

 廿日市市の紹介、学校の取り組み、シティプロモーションの役割について説明することで、事業に対

する関心を高めた。 

 発表会（学習のプロセス）を通じて、生徒たちの学習と発表のスキルアップおよび地元理解と愛着

の向上を促進することに貢献した。 

 教育委員会・学校・先生とシティプロモーション室の関係を構築するとともに、地域の事業者らとの接

点を構築することに貢献した。 

 「ふるさと学習先進事例の発表会」の実施による小中高の教員・生徒らの交流の機会を創出。また、

生徒らの保護者に対して、シティプロモーション事業活動の意義の普及と認知向上に貢献した。 

 ふるさと学習の全市的な取り組みの促進に貢献した。 

西広島タイムス： 

平成 29年 3月 24日号（２面） 
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６ 職員向け実践型セミナーの実施支援（※廿日市 style ウエディング） 

 市職員ワ－キングチームを対象に、廿日市スタイルウエディングをテーマにしたセミナーを以下の通り、実

施した。 

 

【事業概要】 

平成 27 年度廿日市市シティプロモーション業務の一環である職員研修向けのセミナー・ワークショップ

から生まれたアイデアを具現化するために始まった事業である。 

平成 28年度には有志職員 9名が「廿日市 style ウエディング」の企画立案し、計画策定をすること

で事業化を進めていく。事業化はシティプロモーション室が主導し、㈱リクルートマーケティングパートナーズ

の「ゼクシィ」のスタッフらのサポートを得て実施した。 

平成 28 年度中にプログラムを考案し、実証実験としてモニターウエディングの実施を行ない、平成 29

年度以降の事業化を目指す。 

 

【WD メンバー】 

氏名 部署 備考 

吉岡里奈 経営政策課  

平野雄大 観光課  

北野寿枝 住宅政策課  

瀬戸将央 しごと共創センター  

常石佳那 都市計画課  

濵田瑠美子 税制収納課  

山地律子 地域政策課  

劉ヤニ 生活福祉課  

湯浅智美 観光課  

事務局   

棚田久美子 シティプロモーション室  

臼井啓祐 シティプロモーション室  

佐藤敏享 シティプロモーション室  

小神田隆史 ㈱JTB中国四国 受託事業者 

 

【ゼクシィ・アドバイザー（㈱リクルートマーケティングパートナーズ）】 

氏名 部署 備考 

遠藤紀彦 ㈱リクルートマーケティングパートナーズ アドバイザー 

能勢直 ㈱リクルートマーケティングパートナーズ アドバイザー 

梅木茉衣 ㈱リクルートマーケティングパートナーズ アドバイザー 

山田麻美 ㈱リクルートマーケティングパートナーズ アドバイザー 
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【事業経過一覧】 

 日時 テーマ 形式 内容 参加者 

第 1回 平成 28年 6月 9

日（木） 

18:00～19:30 

広島都市圏のブライダ

ル動向について 

セミナー ゼクシィの資料の説明、

現状の理解、今後の進め

方 

ゼクシィ、WD メ

ンバー 

第 2回 6月 28日（火） 

15:00～17:00 

マーケット分析とフレー

ム策定① 

ワークシ

ョップ 

私 style ウエディング（演

出&プログラム）、私以

外の私 style ウエディング

のアイデア出し 

ゼクシィ、WD メ

ンバー 

宿題  ゼクシィ世代の実態リ

サーチ 

二人一

組で対

面調査 

最近結婚した人、近く結

婚する人へのインタビュー

調査 

WD メンバー 

第 3回 7月 28日（木） 

9:00～11:00 

マーケット分析とフレー

ム策定② 

ワークシ

ョップ 

ターゲット×演出・プログラ

ムの検討、「誰に」×「何

を」を決める、ビジネスフレ

ームづくり、協力事業者の

見立て 

ゼクシィ、WD メ

ンバー 

宿題  第 3回のグループワー

ク②の完成 

グループ

作業 

 WD メンバー 

   WEB調

査 

 JTB中国四国 

第 4回 9月 7日（水） 

15:00～17:00 

廿日市 style ウエディ

ングの形を決める 

セミナ

ー、ワー

クショップ 

WEB調査の結果を共

有、地域資源と事業者の

掘り起こし、プログラムの

磨き上げ等 

※地域事業再生パート

ナーズ今若明氏講演 

ゼクシィ、WD メ

ンバー 

 平成 29年 3月 9

日（木） 

10:00～11:00 

庁内関係者への発表

会 

 廿 appy（ハッピー）マリ

ッジセレモニー発表会 

 

 3月 15日（金） モニターウエディング ウエデ ィ

ング 

廿 sppy マリッジセレモニ

ー（モニターイベント） 
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６－１ 第 1回廿日市 style ウエディングミーティング 

 廿日市 style ウエディングの事業の趣旨・目的について確認をした。また事業化を検討するうえで必要

なブライダルマーケットの基礎知識を得るために、㈱リクルートマーケティングパートナーズ（ゼクシィ）の皆

さんから資料提供および講演をしていただいた。 

 

目的：廿日市 styleウエディングの目的と進め方および広島都市圏のブライダルマーケットの動向を理解

すること。 

日時：平成 28年 6月 9日（木） 18:00～19:30 

場所：廿日市市役所 6階 601号室 

講師：㈱リクルートマーケティングパートナーズ 3名 

参加者：市職員 9名、事務局（市職員 3名、受託事業者 1名） 

 

内容： 

時間 内容と具体的な進め方 担当者 

18:00 廿日市 style ウエディングの概要について 棚田 

18:05 廿日市 style ウエディングの進め方と留意事項 佐藤 

18:10 広島都市圏のブライダルマーケットの動向 ゼクシィ 

18:50 レクチャーを受けて、気付きの共有と発表（質問・感想など） 全員 

19:05 ゼクシィとの意見交換 佐藤 

19:25 次回に向けて（連絡事項など） 佐藤 

19:30 終了  

 

配布資料 

 岡山・広島・山口・鳥取・島根ブライダルマーケットレポート（㈱リクルートマーケティングパートナーズ） 

 ゼクシィ 結婚トレンド調査 2015（㈱リクルートマーケティングパートナーズ） 
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６－２ 第 2回廿日市 style ウエディングミーティング 

 廿日市styleウエディングの演出やプログラムに関するアイデア出しを行うとともに、それらが誰に対して効

果的に訴求をするのかをワークショップ形式で検討した。 

 

目的：廿日市 style ウエディングに資する地域資源の掘り起こしと事業のアイデア出しをすること。 

日時：平成 28年 6月 28日（火） 10:00～11:30 

場所：廿日市市役所 2階 202号室 

講師：㈱リクルートマーケティングパートナーズ２名 

参加者：市職員 9名、事務局（市職員 3名、受託事業者 1名） 

 

内容： 

時間 内容と具体的な進め方 担当者 

15:00～ 前回の振り返り＆本日の進め方 佐藤 

15:10～ レクチャー（事業構想の進め方） 佐藤 

15:30～ ワークショップ 第 1部  私 style ウエディング（演出＆プログラム） 全員 

15:40～ ワークショップ 第 2部  私以外の私 style ウエディング 全員 

16:45～ 発表 佐藤 

16:55～ 宿題＆エンディング 佐藤 

17:00～ 終了  

 

（様子） 
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６－３ 第 3回廿日市 style ウエディングミーティング 

 廿日市 style ウエディングでは「誰に」「何を」提供するのかを検討し、その実現のためにどのようなビジネ

スフレームワークが必要なのかをワークショップ形式で検討した。 

 

目的：廿日市 style ウエディングのビジネスフレームの構築に必要なことを検討すること。 

日時：平成 28年 7月 28日（木） 9:00～11:00 

場所：廿日市市役所 2階 202号室 

講師：㈱リクルートマーケティングパートナーズ２名 

参加者：市職員 9名、事務局（市職員 3名、受託事業者 1名） 

 

内容： 

時間 内容と具体的な進め方 担当者 

09:00～ 前回の振り返り＆本日の進め方 佐藤 

09:05～ ゼクシィ世代 実態調査 佐藤 

09:10～ 気付き共有ワーク 

ターゲット×演出・プログラム 

全員 

09:40～ グループワーク  

「誰に」×「何を」を決める 

全員 

10:10～ グループワーク 

ビジネスフレームづくり、協力事業者の見立て 

全員 

10:45～ 発表 佐藤 

10:55～ 諸連絡 佐藤 

11:00～ 終了  

 

（様子） 
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６－４ 第 4回廿日市 style ウエディングミーティング 

これまでのワークの総括として、廿日市 styleウエディングの事業の骨子を定めるために開催した。ワークの前

に WEB 調査の結果を報告、また地域資源を活用する事業とは何かを理解するために、㈱地域事業再生パ

ートナーズの代表取締役今若明氏にご講演いただいた。 

 

目的：廿日市 style ウエディングの「形（ビジネスモデル）」を決める 

日時：平成 28年 9月 7日（水） 15:00～17:00 

場所：廿日市市役所 2階 201号室 

講師：㈱リクルートマーケティングパートナーズ３名、㈱地域事業再生パートナーズ 1名 

参加者：市職員 9名、事務局（市職員 3名、受託事業者 1名） 

 

内容： 

時間 内容と具体的な進め方 担当者 

15:00～ 前回の振り返り＆本日の進め方 佐藤 

15:10～ 「演出&プログラム」ネット調査振り返り（アンケート集計結果より） 佐藤 

15:30～ 地域資源と廿日市の事業者（廿日市シティプロモーション・実践事業化セミナー） 

講演テーマ： 

「廿日市スタイルウエディングについて」～地元の地域資源の再評価と活用手法の視点から～ 

講演：㈱地域事業再生パートナーズ 代表取締役 今若明 氏 

今若 

15:50～ 「演出&プログラム」を磨く 全員 

16:20～ 協力事業者の見立て 全員 

16:40～ 発表（各グループ） 全員 

16:50～ 諸連絡（今後のスケジュールなど） 佐藤 

17:00～ 終了  
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（様子） 
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６－５ 廿日市 Style ウエディング事業構想発表会 

 廿日市市 style ウエディングの成果について、廿日市市長をはじめ関係部署の職員を招いて、以下の

とおり報告をした。 

 

日時：平成 29年 3月 9日（木） 10:00～11:30 

場所：廿日市市商工保険会館 １階多目的ホール 

プログラム： 

 １．開会（事業構想の狙い） 

 ２．事業創造のポイント 

 ３．事業概要（A、B プランの紹介） 

 ４．質疑応答 

 ５．結婚情報メディア「ゼクシィ」からのメッセージ 

 ６．ワーキングチームの所属長（代表）からコメント 

 ７．市長講評 

 ８．閉会 

 

（様子） 
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６－６ 廿 appy マリッジセレモニー・モニターセレモニー（廿日市 style ウエディング） 

平成 28 年度事業 実践事業化セミナー（職員研修）のアウトプットとして、「廿 appy（ハッピー）

マリッジセレモニー」のモニターセレモニーを実施した。 

 

（１）概要 

日時：平成 29年 3月 15日（水） 13:30～14:30 

場所：廿日市市役所 市民ホール（市役所１階正面玄関付近） 

モデル：新郎・平野雄大、新婦・岩本彩 

プログラム： 

１．郎新婦登場 

２．開会挨拶 

３．新郎新婦紹介 

４．婚姻届提出 

５．結婚証明書授与 

６．ばらの花束（21本）贈呈 

   ～to the music ‟歌うたいのバラッド“ 

７．記念撮影 

８．閉会宣言 

 

※「廿 appy（ハッピー）マリッジセレモニー」とは  

「夫婦になる瞬間を記憶と記録に残したい！」を叶え、婚姻届の提出シーンを廿日市らしいスタイルでお祝いするセレモ

ニーである。これは市職員が市内の関連事業者と地域資源を生かしてプロデュースをしている。  

結婚の価値観や形態が多様化する中、挙式・披露宴の非実施率が高まっており、その分婚姻届提出シーンを特別な

ものにしたいとのニーズが高まっていることが事業を通じて予測され、その期待に応え、廿日市市への愛着を一層醸成する

ためのセレモニーを実施することとした。今回は、平成 29 年度の本格運用を前に実施するモニターセレモニーとして位置づ

けている。 
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（２）制作物 

 

婚姻証明書のイメージ 

婚姻証明書のデザイン 

はんこのデザイン  
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（３）当日の様子 

 

準備１                    準備２                  準備 3 

 

MC、演奏者                  新郎新婦登場１              新郎新婦登場２ 

 

結婚証明書に署名１              結婚証明書に署名２          花束贈呈１ 

 

花束贈呈２記念撮影            記念撮影                   新郎新婦へのインタビュー 

 

宮島工業高等学校紹介         フォトブースでの記念撮影    新郎新婦・宮島工業高等学校生の記念撮影 
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（４）新聞記事 

中国新聞：平成 29年 3月 9日（木） 

 

中国新聞：平成 29年 3月 16日（木） 
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 読売新聞：平成 29年 3月 16日（木） 

毎日新聞： 

平成 29年 3月 20日（月・祝） 
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西広島タイムス：平成 29年 3月 24日号 

 

TSS「みんなのテレビ」放送 
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（５）効果検証 

【定性】 

マーケットニーズに合った職員発の事業立案を目指して実施した。市職員の課を超えた取り組みで

あり、クロスセクションでの事業立案を実現することができた。また、事業立案の検証のために、実証実

験として「廿 appyマリッジセレモニー」を実施したが、この実現の過程で民間企業との連携、広島県立

宮島工業高等学校との連携が行われ産学官の連携によって実現することができた。 

また、廿日市市民を対象とした事業を廿日市市民（事業者）が中心となって実施したことから、

廿日市市に対する愛着や誇りを共有することにつながり、シビックプライドの醸成につながったといえる。 

今後、関係者らと引き続き協働体制を取りながら、6月の事業化に向けて継続的に活動をする。 

   

【定量】 

 記事等掲載：中国新聞、毎日新聞、読売新聞、西広島タイム 

 TSS「みんなのテレビ」のニュース放送 
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７ コンセプトブックの作成 

 平成 28 年度の事業で制作した「コンセプトブック」の増刷を実施した。増刷の際に、廿日市市の統計

データのインフォグラフィックを記述した内容を 4 ページ追加した。また追加に伴い、目次などの修正および

宮島エリア紹介ページの野村さんの記述内容の修正を行った（野村さんは廿日市市中心部への店舗

移転が決まっているため）。修正・追加内容は以下のとおり。 

 

【実施概要】 

改訂版コンセプトブックの増刷部数：5,000部 

修正ページ： 

P1～2 目次など                     P17～18 宮島エリア紹介 

  

追加ページ： 

P23～24                        P25～26 
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８ イベント用タペストリーの作成 

 定住フェアなどで使用するタペストリーの制作を以下のとおり、実施した。 

 

【実施概要】 

色：4c 

素材：スエード 

サイズ：デザイン A：W1,800ｍm×H1,000ｍm／デザイン B：1,520W×1,300mm 

 

【デザイン A】 

 

【デザイン B】 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年度廿日市市シティプロモーション業務 

報告書 

 

廿日市市分権政策部シティプロモーション室 

〒738-8501    

廿日市市下平良１丁目 11-1 市役所４階 

TEL：0829-30-9221 

 

発行年月日：平成 29年 3月 24日 


