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ピースフラワープロジェクト花育
花の塔
本川

福屋

平和記念公園
元安川

中国新聞ビル

パルコ

並木通り
シェアテラス
ひろしまフラワーロード
花の展示

ANAクラウン
プラザホテル広島
平和大通り

2021ひろしまフラワーフェスティバルは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、平和記念公園での花
の塔や花のモニュメントの展示、旧市民球場跡地でのステージやひろばの展開、そして平和大通りなどで花の展示を行い、
市中心部全体を会場と捉えて実施します。
（旧市民球場跡地でのステージ観覧等は事前の申し込みが必要です。）
コロナ禍を乗り越えた笑顔広がる未来への願いをFFの原点である「花」の力で紡いでいきます。
CONTENTS
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4 ―――「オンライン体験」
「オンラインツアー」の造成支援を行っています
4 ―――「広島トラベルマート（インバウンド受入ビジネスフェア）」を開催しました
5 ――― 「ウィズコロナ」・「ニューノーマル」での懇親会

6〜7 ― コンベンション紹介記事
7 ――― コンベンション誘致助成金は、開催地決定前までに申請が必要です
7 ――― 「Japan：Competitiveness in Academia and Industry」で広島の魅力を紹介
8 ――― コンベンションカレンダー（2021年５月〜７月）
8 ――― 優良従業員表彰式と観光・コンベンションセミナーを開催しました
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「令和３年度事業計画」を決定しましたので主な事業をご紹介します
広島観光コンベンションビューローは、グローバルMICE都市にふさわしいMICEの振興及びインバウンドを中心とする
観光の振興に係る施策をより積極的かつ機動的に推進します。

■ MICE振興事業
広島ならではの魅力を生かしたMICE誘致を実現し、MICEにおける広島の存在感を確立するため、国際会議及び大規模な国内会
議をメインターゲットに設定し、積極的に誘致・支援事業に取り組んでいます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、
MICEを取り巻く環境が大きく変化し、
オンライン化など新たな会議スタイルも生まれて
いる中、
本格的なMICEの再開に向けて、
セールスプロモーションの強化や誘致・開催を支援するプログラムの充実・強化に取り組みます。

主な事業のご紹介
■ MICEの誘致・支援
学術会議等の開催に係
る各種支援を行います。
右の写真は支援の一例
です。詳細は当ビューロー
ホームページをご 覧くだ
さい。

パンフレット
の提供

※一部の支援には参加者数
等一定の条件があります。

伝統芸能の提供

■ MICE専門見本市への出展

マスク提供と検温装置の貸出し

広島観光親善大使の派遣

■ テクニカルビジット、ユニークべニューの開発・運用

MICE専門見本市に参加し、国際会議

MICEの参加者を対象に、地元企業などの産業技術や研究の実地視察・交

等の開催情報を収集するとともに、主催

流を行う「テクニカルビジット」や、歴史的建造物や文化施設などの地域資源

者等への誘致活動を行います。

を活用した「ユニークベニュー」
の開発・運用を行います。

テクニカルビジットの開発

ユニークベニューの開発

令和３年度主なイベントカレンダー
2021年

5月3日〜5日
7月17日〜9月30日
8月6日
8月
8月
9月
10月23日〜11月7日
11月9日〜11日
11月17日〜1月3日
11月
11月

11月
2021ひろしまフラワーフェスティバル
広島湾ナイトクルージング
ピースメッセージとうろう流し
第33回浜田市親善訪問
第40回沖縄親善訪問
第41回北広島市親善訪問
広島城大菊花展
IMEX America 2021（米国・ラスベガス）
ひろしまドリミネーション2021
ツーリズムEXPOジャパン（大阪）
VISIT JAPAN トラベル&MICEマート（大阪）

11月
12月2日
12月

2022年
1月
2月
2月
3月

2

ジャパン・コンテンツ・ショーケース
（東京国際映画祭関連）

広島国際映画祭
中国・四国地区コンベンション誘致懇談会（東京）
宮島・広島・岩国・呉・廿日市共催首都圏観光
宣伝隊（東京）

ジャパン・フィルムコミッション全国ロケ地フェア（東京）
観光客受入ビジネスフェア
国際MICEエキスポ（IME2022）
AIME2022
（豪州・メルボルン）

※日程は変更になることがあります。

122

光
HIROSHIMA KANKOひろしま観
コンベンション

■ 観光振興事業
「人とのふれあいがもたらす思い出づくりで、世界中に広島ファンをつくる」という目標を掲げ、観光客の誘致や受け入れ態勢の充
実強化に取り組んでいます。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により深刻な影響を受けた観光業界の復興を支援し、地域経済の活性化を図るためにも、
当面の観光需要の回復を担う国内観光の需要に迅速かつ的確に対応しつつ、本格的なインバウンドの回復に備えた受入態勢の充
実・強化や国内外の感染状況等を見極めた上での観光客誘致に積極的に取り組みます。

主な事業のご紹介
■ 観光プロダクトの開発
観光客の満足度を上げ、周遊時間や滞在時間の延長を図
るため、
観光に携わる人を支援して、
魅力ある観光プロダクト
を開発します。新しいプロモーション方法として注目される
オンライン体験・オンラインツアーの造成支援や、海外旅行
会社に向けた展示商談会への共同出展、
フリーペーパーによ
る告知などを行います。

■ 観光客の受入態勢整備

■ 外国人観光客への宣伝・誘致活動

観光客向け事業を行っている企業や観光振興に携わる官公庁、団体
等のビジネスマッチングの場として「観光客受入ビジネスフェア」の開催
や、食の多様化に対応でき
る飲 食 店の増加促 進、観
光関連事業者の人的交流
の場「インバウンド事業道
場」の開催など、受入態勢
の向上を図ります。

VISIT JAPANトラベル＆MICEマートやインバ
ウンド旅行振興フォーラム等に参加しセールス
活動を行うと
ともにSNSに
よる情報発信
を行います。

■ フィルム・コミッション事業の運営
広島での映画、テレビドラマ等のロケ撮影の誘致・支援
を行います。
広島フィルム・コミッションのロケ撮影支援映画として、大ヒットした映
しら いし かず や

画の待望の続編―「孤狼の血 LEVEL2」
（白石和彌監督）、村上春樹の短編
はま ぐち りゅうすけ

小説を映画化―「ドライブ・マイ・カー」
（濱口竜介監督）、オール広島ロケ
ゆ たに せい じ

―「吟ずる者たち」
（油谷誠至監督）の3作品が今年の夏から秋にかけて劇
場公開予定です。徹底したコロナ対策を行いながら、多くの話題作のロケ
撮影を支援しています。

■ 観光親善大使選考・観光宣伝活動、
親善訪問の実施
広島市の代表にふさわしい観光親善大使を選考
し、観光PRを行うことにより、広島への観光客誘致を
推進します。
また、訪問団
を結成して他都
市へ親善訪問
し、観光PRを行
います。
北広島市役所を表敬訪問（2019）

「吟ずる者たち」
江波山気象館前でのロケ撮影風景

「孤狼の血 LEVEL2」
8月20日（金）全国公開予定
©2021「孤狼の血 LEVEL2」製作委員会

■ 街のにぎわいづくり
「ひろしまフラワーフェスティバル」等の祭りやイベントの実施
において、コロナ禍の中で開催する安全・安心に配慮した新たな
取り組みを進め、街のにぎわいづ
くりを創出します。

ひろしまフラワーフェスティバル（2019）

3

ひろしまドリミネーション（2020）
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「第14回アジア交通学会国際会議」が国際会議誘致・開催貢献賞を受賞
当ビューローが誘致を支援した国際会議「第14回アジア交通学会国際会議」
（2021年9月12日〜15
日、広島市で開催予定）が、日本政府観光局（JNTO）の「国際会議誘致・開催貢献賞」
（国際会議誘致の
部）を受賞しました。この賞は、
「先進性」、
「独創性」を含んだ企画力や「地域貢献等を含んだレガシー」に
優れている会議など、今後のベストプラクティスとなる国際会議の優れた事例
を表彰するものです。
「第14回アジア交通学会国際会議」の受賞は、広島電鉄
株式会社と連携してデジタル技術を活用した次世代交通サービス「MaaS
（マース）」を参加者に体験してもらうことで、会議テーマの実践を取り入れ、会
議テーマと開催地の持つ資源を見事にマッチングさせる工夫をした好事例で
あることが高く評価されたものです。同会議誘致を支援した当ビューローとし
ても大変喜ばしい受賞となりました。

「第14回アジア交通学会国際会議」
実行委員長
藤原章正 広島大学大学院
先進理工系科学研究科教授

「オンライン体験」
「オンラインツアー」の造成支援を行っています
当ビューローでは、現在、全国各地で商品開発が進む「オンライン体験」
「オンラインツアー」
に広島で取り組む観光事業者の支援を行っています。

■ 令和２年度の取り組み

令和２年 ９月 セミナー「今こそ、オンライン体験販売にチャレンジ！」の開催
10月 実地研修の受講者募集
11月 受講者の実施案に対する外部講師からのアドバイス
令和３年 １月

実地研修の開催

受講者によるオンラインツアー研修の様子

実地研修では８組の受講者が「生け花体験」や「宮島のガイドツアー」などのプログラムを、観
光客に見立てた外部講師やビューロー職員に対し実施しました。
受講者は話し方や題材の表示方法、カメラワーク、販売方
法など講師から具体的なアドバイスを受け、商品のブラッ
シュアップをしており、販売に向けて大きく前進しています。
また、この「オンライン体験」
「オンラインツアー」の取り組み

外部講師が「観光客役」で参加

は中国放送
（RCC）と読売新聞でも取り上げられています。
当ビューローでは引き続きオンライン体験、オンラインツアーの販売に向けた支援を行い、実
オンライン生け花体験の様子

際に販売される際はウェブサイトなどでお知らせします。

広島トラベルマート（インバウンド受入ビジネスフェア）を開催しました
２月１日（月）から２月28日（日）までの１か月間、
「広島トラベルマート」を開催しました。これは、昨年度まで「インバウンド受入
ビジネスフェア」として実施してきたものを完全オンライン化したもので、遠方からでも参加できるようになりました。
４回のセミナーと、
33社が出展する展示商談会で構成するイベントには、
258人の登録があり、
延べ2,887人の訪問がありました。
これまで実地で行っていたインバウンド受入ビジネスフェアで好評を得ていた「出展者間
のネットワーキング」や「来場者の出展ブースの立ち寄り」などがオンライン実施では再現で
きなくなった一方で、関東・関西地区の旅行会社と広島の観光コンテンツを持つ事業者との
商談が実施できるなど、ウィズコロナ・アフターコロナに向けて前向きな機会を提供するこ
とができました。
出展者・参加者のアンケートなどを参考に、よりよいイベントを開催し、時代に即した観光
客の受入態勢強化を図ってまいります。
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「ウィズコロナ」
・
「ニューノーマル」
での懇親会について
懇親会は、会議参加者が親睦を深める貴重な機会であり、会議を成功に導く要素の一つですが、
「ウィズ
コロナ」
・
「ニューノーマル」
での懇親会は、感染防止対策を万全にして参加者の皆様の「安心感」
を確保する
ことが重要となります。

（一社）
日本コンベンション協会によるガイドライン
一般社団法人日本コンベンション協会が会議等主催者向けに公開している「新型コロナウイルス感染症
禍におけるMICE開催のためのガイドライン第４版」では懇親会等の食事会場で必要となる感染防止対策と
して15項目を提示していますので、その一部をご紹介します。
飲食を伴うパーティ・懇親会等を実施する場合は、参加見込み数をもとに参加者のソーシャルディスタンスを
（できるかぎり2m（最低1m））確保できる広さの会場選定を行い、換気用機械や扉の開放等により場内換気に
も努める。
食事提供を行う会場の使用に際しては、収容定員の50％での開催とする。収容定員
がない場合は、十分なソーシャルディスタンスを保つ。
参加者を把握できるよう事前登録制とする。
開催時間の短縮や屋外スペースの活用等が可能な場合は活用を検討する。
ソーシャルディスタンスを確保するため、
できる限り立食形式は自粛し、着席形式で
の実施を検討する。
食事中以外は、
マスクを着用するよう、場内アナウンス等により参加者へ周知する。

詳しい内容については、一般社団法人日本コンベンション協会のサイトでガイドラインをダウンロードし
てご覧ください。
（https：//jp-cma.org/news/5945）
（３月16日現在、上記第４版が最新です。ご利用の
際は同協会のサイトで最新情報をご確認ください。）

会場の感染対策
ホテルなど多くの懇親会場では感染防止の取組みを行っています。次にご紹介するのはグランドプリンス
ホテル広島（広島市南区）の取組み例です。
【ホテル玄関】

来館時に消毒、検温を実施
館内でのマスク着用を要請
ドアノブ、
エレベーター等は１時間毎に消毒

【宴会クローク】

一列に並ぶためのチェーンポール等を設置
前の人との間隔を確保するための表示を掲出
係員はマスクと白手袋を着用

【お客さま受付】

受付カウンターに飛沫防止シート
（アクリル板など）
を設置

【会場】

ソーシャルディスタンスを確保したレイアウトの作成
テーブル、椅子等の消毒

画像提供：グランドプリンスホテル広島

会議・懇親会の感染防止対策についてご不明の点、
不安に思われる点がありましたら、
当ビューローMICE推進部にご相談ください。
TEL：082-244-4853 E-mail：hcvb@hiroshima-navi.or.jp
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※３月16日現在の情報を掲載しています。会議等が急遽延期・中止になる場合もありますので、最新の情報は大会HP等を確認ください。

第101回日本消化器内視鏡学会総会
日本消化器内視鏡学会は、約35,000の会
員を有し、消化器内視鏡の診療・研究・教育の
中核をなす大きな学会です。今回のテーマは、
「内視鏡医学とScientiﬁc artの探求」としまし
た。海外からも20数名の著名な先生方を招聘
しており、有意義な学会にしたいと考えており
ます。
会長
なお、今回はコロナ禍にあり、ハイブリッド
田中 信治
形式で開催します。また、本学会総会100回記
（広島大学大学院 医系科学研究科
念式典も予定しております。
内視鏡医学 教授）

開催日

2021年5月14日（金）〜16日（日）

会 場

NTTクレドホール、広島グリーンアリーナ、
リーガロイヤルホテル広島ほか

問合せ先
第101回日本消化器内視鏡学会総会運営事務局
株式会社コンベンションアカデミア内
〒113-0033 東京都文京区本郷三丁目35番3号 本郷UCビル4F
TEL：03-5805-5261

FAX：03-3815-2028

E-mail：101jges@coac.co.jp

第86回日本消化器内視鏡技師学会

学会長

佐藤 貴幸

（士別市立病院 内視鏡センター
内視鏡技術科長）

本学会は消化器内視鏡分野における検査・治
療はもちろんのこと、患者様が安全に良質な医療
が受けられるよう、日々の臨床や研究成果を発表
し討議を行います。医師をはじめ、様々な資格の
メディカルスタッフが一丸となって今後の内視鏡
医療の発展を目指す学会です。COVID-19感染
症で、あらためて感染管理の重大さにも気づかさ
れたこともあり、感染症対策のワークショップも
組み込んだ多彩なプログラムとしました。皆様の
ご参加とご協力をお待ち申し上げます。

開催日

2021年5月14日（金）
・15日（土）

会 場

広島国際会議場

※感染拡大防止の観点から広島国際会議場とWEB
を用いたハイブリッド形式での開催となります。

問合せ先
運営事務局
〒078-8211 旭川市1条通24丁目111番地
武蔵脩平（旭川厚生病院 内視鏡センター）
TEL：0166-33-7171

FAX：0166-33-6075

E-mail：s-musashi@hokkaido-gets.com

第54回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会

会長

下瀬 省二

（呉医療センター・
中国がんセンター 院長）

本学会は国内外の整形外科医、病理医、放
射線科医、腫瘍内科医、形成外科医などが、骨・
軟部腫瘍の診断・治療について討論する会で
す。テーマは「運動器の腫瘍とがんロコモの未
来を築く」としました。がんや骨・軟部腫瘍にお
いて、適切な治療を受けるには、歩行機能を維
持し、PSを保つ必要があります。骨欠損に対す
る処理骨移植、陽子線・重粒子線治療、新規薬
物療法、ゲノム医療、AIなどの最新の医療につ
いて企画しています。

URL http://www.hirokoshi.co.jp

6

開催日

2021年7月15日（木）
・16日（金）

会

広島国際会議場（ハイブリッド開催予定）

場

問合せ先
第54回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会 運営事務局
日本コンベンションサービス株式会社 関西支社内
〒541-0042 大阪市中央区今橋 4-4-7 京阪神淀屋橋ビル2F
TEL：06-6221-5933（営業時間 平日 9：30〜17：30）
E-mail：joa-tumor54@convention.co.jp
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第34回おかあさんカンタートin広島「広島で、みんな輪になれ！歌になれ！」

主催者代表

福原 泰弘

（広島県合唱連盟理事長）

おかあさんコーラスの祭典が広島で開催さ
れます。今回はコーラスの裾野を広げるために
通常の講座に加えて、子供たちとおかあさん、
そして超ベテランのおかあさんも加わり3世代
の おかあさん による共演企画を用意いたし
ました。また合唱をしたことのない方を対象に
斉唱を中心とした「美しい日本語を美しい発声
で」という講座も設けました。子供たちも未経
験の方も楽しめるイベントとなっております。
どうぞ奮ってご参加ください。

開催日

2021年7月24日（土）
・25日（日）

会 場

JMS アステールプラザ、
HBG 広島文化学園ホール

問合せ先
広島県合唱連盟

事務局

〒737-0933 呉市焼山桜ヶ丘1-12-10 田畑 忍 内
TEL：080-4726-3078

FAX：0823-34-3570

コンベンション誘致助成金は、開催地決定前までに申請が必要です
コンベンション誘致・開催をご検討の皆さま、誘致助成金以外にも様々なご支援を提供しております。まずは当ビューローへご相談を！

コンベンション誘致助成金
対

国際会議

象：広島市内で開催されるコンベンション

申請期限：開催地決定前まで
（他都市との競合がある場合に限ります）
お気軽にご相談ください！
（公財）広島観光コンベンションビューロー MICE推進部
TEL：082-244-4853 E-mail：hcvb@hiroshima-navi.or.jp
URL：https://www.hiroshimacvb.jp/

参 加 者 数

300人以上

200人以上

100人〜199人

参加国数（日本含む）

5か国以上

3か国以上

3か国以上

開 催 期 間

3日間以上

2日間以上

2日間以上

助成金上限額

300万円

60万円

30万円

国内会議（全国規模）
参 加 者 数

1，000人以上、または延べ2，500人以上

助成金上限額

300万円

「Japan：Competitiveness in Academia and Industry」
で広島の魅力を紹介
日本政府観光局（JNTO）が日本への国際会議誘致促進を目的に作成したパンフ
レット「Japan：Competitiveness in Academia and Industry」では、広島をはじ
めとする日本の主要16都市の学術・産業クラスター（集積）、今後の注力分野、過去に
開催された国際学会などを整理したデータが写真とともに紹介されています。
JNTOのサイトでダウンロードしていただくことができますので、会議誘致の資料と
してご活用ください。
URL：https：//www.japanmeetings.org/promotional-resources/
Japan：Competitiveness in Academia and Industry（広島のページ）

downloads̲academia2021.html

おかげさまで30周年
広島観光コンベンションビューローは、4月に設立30周年
を迎えました。日頃から賛助会員の皆さまをはじめ、関係機
関・団体、企業の方々のご 支援、ご協力をいただき、心より感
謝申し上げます。これからも、
「 広島を訪れる皆様に、期待以
上の喜びと満足をお届けします。」

お問い合わせ 受付時間
10：00〜17：00（土日祝は除く）
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コンベンションカレンダー 2021年 ５月 〜 ７月
名

称

会

場

会

期

国内
海外
総参加
参加者数 (人) 参加者数 (人) 国数

第101回日本消化器内視鏡学会総会
（第100回記念式典同時開催）

NTTクレドホール、広島グリーンアリーナ、
リーガロイヤルホテル広島ほか

5 月 14 日〜 16 日

3,000

0

1

第86回日本消化器内視鏡技師学会

広島国際会議場

5 月 14 日・15 日

2,300

0

1

第109回日本神経学会中国・四国地方会、
第29回日本神経学会中国・四国地区生涯教育講演会

JMSアステールプラザ

6 月 26 日・27 日

300

0

1

第54回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会

広島国際会議場

7 月 15 日・16 日

1,500

0

1

第34回おかあさんカンタートin広島
「広島で、みんな輪になれ！歌になれ！」

JMSアステールプラザ、広島市文化交流会館

7 月 24 日・25 日

500

0

1

令和3年度第68回全国中学校理科教育研究会広島大会

ANAクラウンプラザホテル広島・広島国際会議場

7 月 28 日〜 30 日

600

0

1

※参加者は現地参加者（オンラインを含まず）を表示しています。
※コンベンション紹介記事及びコンベンションカレンダーは当ビューローの基準に基づき掲載しています。会議等が急遽延期・中止になる場合もありますので、最新の情報は大会HP等をご確認ください。

優良従業員表彰式と観光・コンベンションセミナーを開催しました
優良従業員表彰式
2月8日（月）、広島商工会議所において、令和2年度優良従業員表彰式を開催しました。当ビューローでは賛助会員企業・団体
に長年勤務され、その勤務成績や観光客への接遇等に優れ
ている方々を優 良従 業員として表彰しており、今 年度は、
10企業・団体28人の皆様が受賞されました。受賞者の皆様
に心からお祝い申し上げますとともに、今回の受賞を機に
広島の観光・MICE振興のため、ますますご活躍されますよ
うお祈り申し上げます。
今年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め、優良従業員表彰式は関係者のみで開催し、例年同日に
開催している賛助会員交流会は、開催を見合わせました。

池田理事長（前列中央）と受賞者の皆様

観光・コンベンションセミナー
２月12日（金）、グランドプリンスホテル広島で、広島商工会議所との共催による「観光・コンベンショ
ンセミナー」を開催しました。今年度は観光危機管理の第一人者である、髙松正人 観光レジリエンス研
究所代表を講師にお招きし、
「 安全・安心な観光都市広島をめざして」をテーマにお話しいただきました。
ご講演では、観光に影響を与える災害・危機に対して、
「 減災（危機の発生を防止すること）」
「 危機対応
への備え（迅速に的確な対応ができるように、予め準備しておくこと）」
「 危機への対応（お客様と従業員
の安全を確保し、危機後の回復に向けて必要な対応を行うこと）」
「 危機からの復興（ニューノーマルにお
ける観光復興）」の４つの面で安全管理を行う必要性があるとし、観光事業者による※BCP（事業継続計

髙松

正人氏

画）策定の重要性を説明されました。また、現在、観光・MICE業界が直面する「コロナ危機」からの観光復興は「感染防止対策と
観光復興のセットでの計画・実施が必要」であり、大前提となるのは「安心感」だと強調されました。具体的な事例を用いたお話
は大変分かりやすく、参加者の皆様は熱心に耳を傾けられていました。
ご多用にも関わらずご参加いただいた皆様に心からお礼を申し上げます。
※BCP（事業継続計画）とは：企業が自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべ
き活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画のこと。
（ 中小企業庁HPより）

発行・編集

公益財団法人

広島観光コンベンションビューロー

公式サイト www.hiroshimacvb.jp
広島広域観光情報サイト「ひろたび」 www.hiroshima-navi.or.jp
企画総務部、MICE推進部

魅力創造部

〒730-0811 広島市中区中島町1-5 広島国際会議場3階 〒730-0011 広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル6階
TEL 082-244-6156 FAX 082-244-6138
TEL 082-554-1811〜4 FAX 082-554-1815
E-mail hcvb@hiroshima-navi.or.jp
E-mail kankou@hiroshima-navi.or.jp

