HIROSHIMA KANKO

ひろしま観 光
コンベンション

118

春

平和記念公園

爛

広島城

漫

黄金山

猿猴川河岸
比治山公園
（写真提供：広島市広報課）

CONTENTS
2〜3 ― 令和2年度事業計画
4〜6 ― コンベンション紹介記事

7 ――― 令和元年度観光・コンベンションセミナー、優良従業員表彰式・
賛助会員交流会
7 ――― 第29回国際MICEエキスポ（IME2020）に出展しました

8 ――― コンベンションカレンダー
8 ――― 2020広島 観 光 親 善 大使を募 集します

光
HIROSHIMA KANKOひろしま観
コンベンション

118

「令和２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
広島でのMICEの開催件数を650件（うち国際会議の開催件数を110件）、参加者数を延べ35万人とする目標を掲げ、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・支援事業を推進します。

主な事業のご紹介
■ 海外トレードショーへの出展

■ コンベンションの誘致・支援

IMEX
（ドイツ・フランクフルト）
、
IMEX
America（アメリカ・ラスベガス）、AIME
（オーストラリア・メルボルン）
に出展し、
国
際会議の開催情報を収集するとともに、
主催者等への誘致活動を行います。

学術会議・大会等の誘致や開催に係
る各種支援を行います。
※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
パンフレットの提供
広島観光親善大使の派遣

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。

■ ユニークべニュー、テクニカル
ビジットの開発・運用
MICEの参加者を対象に、歴史的建造物
や文化施設などの地域資源を活用した「ユ
ニークベニュー」や地元企業などの産業技
術や研究の実地視察・交流を行う「テクニカ
ルビジット」の開発・運用を行います。

ユニークベニューの開発・運用

テクニカルビジットの開発・運用

令和２年度主なイベントカレンダー
2020年

10月

5月12日〜14日 IMEX2020
（ドイツ・フランクフルト）
5月
マルシェ・ドゥ・フィルム
（カンヌ国際映画祭関連）
7月1日・2日
7月18日〜10月31日
8月6日
8月
9月15日〜17日
9月
9月
9月
9月
10月

10月24日〜11月8日
11月17日〜1月3日
11月
12月

インバウンド受入ビジネスフェア
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
IMEX America 2020
（米国・ラスベガス）
第40回沖縄親善訪問
第41回北広島市親善訪問
ツーリズムEXPOジャパン東京商談会
中国地方インバウンドフォーラム（岡山）
VISIT JAPAN トラベルマート（横浜）

2021年
1月

2月（予定）
2月（予定）

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）

広島城大菊花展
ひろしまドリミネーション2020
広島国際映画祭
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）
AIME2021（豪州・メルボルン）
第30回国際MICEエキスポ
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■ 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、外国人観光客の約6割を占める欧
米豪からの観光客をメインターゲットに設定し、観光客誘致及び受入態勢の充実・強化に積極的に取り組みます。そして、事業の推
進に当たっては、①平和を深く、広域都市圏（24市町）に広く、②人とのつながりによるきずなづくり、③現場に入って、掘り起し、育て
る、という3つの視点を踏まえ、企画・実践します。

主な事業のご紹介
■ 観光プロダクトの開発

■ 外国人観光客への宣伝・誘致活動

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。体験メニューを体験してもらい、その振り返り
をより良いプロダクトにつ
なげる「実践の場の提供」
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。

VISIT JAPANトラ
ベルマートやインバウ
ンドフォーラム等に
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。

■ 観光客の受入態勢整備
インバウンド向け事業を行っている企業等のビジネスマッ
チングの場として「インバウンド受入ビジネスフェア」の開催
や、ムスリム・ベジタリアンなど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。

■ 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
都市を訪問し、観光PR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・コミッションが昨年度ロケ撮影支援した映画
「風の電話」
（諏

“沖縄全島エイサーまつり”で観光PR（2019）

のぶ ひろ

訪敦彦監督）とドキュメンタリー映画「irradiated」
（リティ・パン監督（カンボ
ジア））の2作品が2月に開催されたベルリン国際映画祭で上映され、国際審

■ 街のにぎわいづくり

査員による特別表彰とベストドキュメンタリー賞をそれぞれ受賞したほか、
映

「ひろしまドリミネーション」等の祭りやイベントを開催
し、広島の魅力向上に努め、街の回遊性・界隈性を創出し
ます。

画「朝が来る」
（河瀬直美監督）が今年の6月
に公開予定となるなど、
多くの話題作が広島
でロケ撮影されています。

広島城大菊花展（2019）
映画
「風の電話」ロケ撮影風景

ひろしまドリミネーション（2019）
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研究支援担当専門職能団体の国際ネットワーク2020年世界大会（INORMS2020）

実行委員会委員長

三代川 典史

（広島大学 学術・社会連携室
シニア・リサーチ・アドミニストレーター）

INORMSは、研究の支援、運営、企画、戦略
等に携わる専門職団体の国際コンソーシアム
です。20 0 6 年以 来、隔年で世界大 会を開催
し、好事例や先進事例の紹介、情報交換を行う
など、この分野の専門職が世界中から一堂に
会する貴重なネットワーキングの機会を提供し
ています。この度アジア初のINORMS世界大
会を日本で開催し、日本のリサーチ・アドミニ
ストレーターの存在感を国際的に示し、世界
的求心力を高めたいと思います。

開催日

2020年5月25日（月）〜28日（木）

会 場

広島国際会議場

問合せ先
INORMS 2020 Hiroshima 事務局
E-mail：inorms2020@convention.co.jp
URL：https://inorms2020.org/

第11回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会

大会長

田妻

進

（JA 広島厚生連尾道総合病院 病院長／
広島大学大学院 客員教授（総合診療科））

本大会のテーマは『プライマリ・ケアと総合
診療医学〜学際的充実と伝承〜』とさせてい
ただき、文字通り関係学会と協調してプライマ
リ・ケアにおける総合診療のあり様を確かめな
がら、その担い手に求められる 技 と 術 そし
て 心 をいかに磨き・いかに伝えるかを探る実
践的な学術大会を目指します。参加されたす
べての皆さまに忘れえぬ学術大会となるよう
関係者全員が全力で準備を進めております。

開催日

2020年5月29日（金）〜31日（日）

会

広島国際会議場、リーガロイヤルホテル広島

場

問合せ先
第11回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 運営事務局
〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-6
第三博多偕成ビル 株式会社コンベンションリンケージ内
TEL：092-437-4188

FAX：092-437-4182

E-mail：jpca2020@c-linkage.co.jp

第65回日本身体障害者福祉大会ひろしま大会

実行委員長

村井 憲治

（一般社団法人広島県身体障害者
団体連合会 会長）

日本身体障害者福祉大 会の広島での開催
は、昭和44年の第13回大会以来52年ぶりで
す。日本身体障害者団体連合会に所属する都
道府県及び政令指定都市の身体障害者等が一
堂に会し、障害者の自立と社会参加を積極的
に展開し、発展させ、福祉の増進を図り、また、
すべての人がお互いに尊重し、支え合いなが
ら、安心して暮らせる共生社会の実現を目指
し、今年度の活動方針を決定するとともに、今
後の障害者施策について協議します。

4

開催日

2020年6月3日（水）
・4日（木）

会 場

1 日目：リーガロイヤルホテル広島
2 日目：広島県立総合体育館大アリーナ

問合せ先
第65回日本身体障害者福祉大会ひろしま大会実行委員会
〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2
一般社団法人広島県身体障害者団体連合会内
TEL：082-254-2505

FAX：082-254-0202

E-mail：hiroshinshou2505@au.wakwak.com
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第45回日本超音波検査学会学術集会

大会長

筑地 日出文

（公益財団法人 大原記念倉敷
中央医療機構 倉敷中央病院）

当学会は超音波検査学に関する学理および
応用研究についての発 表や情 報 提 供 等を行
い、超音波医学およびその関連学問領域の進
歩普及、学術発展への寄与を目的とする法人
です。
「 いざ、出陣！新たなる超音波の世界へー
JSSが 放つ3本の矢!!Q ualit y、M o dalit y、
Safetyー」を掲げ、特別講演、教育講演、シンポ
ジウムなどの企 画を通して、このテーマに迫
り、改めて超音波検査の神髄を見つけたいと
思います。初の広島開催です。

開催日

2020年6月19日（金）〜 21日（日）

会

広島国際会議場

場

問合せ先
運営事務局：株式会社コンベンションリンケージ内
〒732-8575 広島市東区二葉の里3丁目5番4号
広テレビル
TEL：082-236-8021

FAX：082-567-2301

E-mail：jss45@c-linkage.co.jp

The 11th International Conference on Molecular Imprinting（MIP 2020）

実行委員長

竹内 俊文

（神戸大学大学院工学研究科

MIP2020は、分子認識の分野に関する世界
屈指の学術会議です。世界各国の研究機関か
ら研究者および学生が一同に会し、分子認識
材料のデザインや合成のみならず、バイオセン
シングやナノ材料への応用に関する最先端の
研究成果について発表を行い、未来への展開
について議論します。国際的な視野で議論を
交わすことは極めて貴重な機会であり、また、
将来活躍が期待される若手研究者の育成にも
教授） 大いに寄与するものと考えております。

開催日

2020年6月21日（日）〜6月26日（金）

会

広島国際会議場

場

問合せ先
MIP2020学会事務局
神戸大学大学院工学研究科 竹内研究室内
TEL：078-803-6158

FAX：078-803-6158

E-mail：mip2020@gold.kobe-u.ac.jp
URL：https://www.kntcs.co.jp/ec/mip2020/index.html

ICPOC25 25th IUPAC International Conference on Physical Organic Chemistry（第25回物理有機化学国際会議）

実行委員長

安倍

学

ICPOCは、1972年の第1回目の開催以来、
物理有機化学分野の研究において国際的に指
導的な役割を果たしている。今回のICPOC25
は38年ぶりの日本での開催となり、人類が直
面している資源の枯渇、エネルギー問題の解決
につながる光化学、反応化学、合成化学，理論
化学、超分子化学分野において世界を先導す
る研究者が一堂に会し、世界の調和的発展に
資する化学技術を議論します。

開催日

2020年7月5日（日）〜10日（金）

会

グランドプリンスホテル広島

場

問合せ先
ICPOC25実行委員会
（広島大学大学院理学研究科教授 安倍 学）
E-mail：mabe@hiroshima-u.ac.jp
URL：https://icpoc25.jp/

（広島大学大学院理学研究科 教授）

ミツワ広島風
激辛お好みソ−ス

広島の味・瀬戸の味は、 ヒロコシにおまかせください

お好み焼体験学習
※詳細は下記までご連絡ください

創業大正5年 SINCE 1916

〒734-0013 広島市南区出島1-26-1
TEL（082）250-2511（代） FAX（082）250-2512
http://www.sunfoods.net
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コンクリート工学年次大会2020（広島）

実行委員会委員長

河合 研至

（広島大学大学院工学研究科 教授）

「人々の暮らしを守るコンクリート」をキャッ
チコピーに、コンクリートに携わる研究者や技
術者が全国から集い、コンクリートに関わる最
先端研究・技術の発表、討議、紹介等が行われ
ます。主要行事の一つである特別講演会では、
広島平和記念資料館の前館長・志賀賢治氏を
講師にお招きする予定です。この特別講演会
やコンクリートに関連する技術紹介展示は、一
般の方々も入場無料でご参加いただけます。
是非奮ってご参加ください。

開催日

2020年7月8日（水）〜10日（金）

会

広島国際会議場

場

問合せ先
公益社団法人日本コンクリート工学会
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビル12F
TEL：03-3263-1571

FAX：03-3263-2115

E-mail：jcinenji@jci-net.or.jp
URL：https://conﬁt.atlas.jp/guide/event/jci2020/top

第62回中国・四国地区高等学校PTA連合会大会（広島大会）
本大会は中・四国９県の高等学校、特別支援
学校のＰＴＡ会員が一堂に会し、学校教育の振
興、生徒の健全育成並びにＰＴＡ活動の推進等
に関する課題について研究協議する場です。
「一緒に探そう私たちの未来〜伝えたい笑顔・
聴かせてほしい心の声〜」をテーマに３県から
の実践発表をもとにした研究協議での意見交
換と、女優東ちづる氏による講演を行います。
実行委員長
また、県内高校生の部活動の発表の場を設け
伊福 聡
（広島県高等学校ＰＴＡ連合会会長） ３校の部活動の成果を披露します。

開催日

2020年７月１０日（金）

会 場

広島市文化交流会館
広島文化学園ＨＢＧホール

問合せ先
広島県高等学校ＰＴＡ連合会事務局
〒730-0013 広島市中区八丁堀11-28 朝日広告ビル４Ｆ
TEL：082-223-3347

コンベンション開催を支援します
当ビューローでは、広島県内で開催される学術会議・大会等の円滑な運営と成功のために、各種支援を無償で提供しています。
支援内容によっては一定の基準を設けているものがありますので、あらかじめご了承ください。

開催に関する支援メニュー

誘致・立候補段階の支援メニュー
◆ 開催立候補のための企画提案書
（日英）
の作成支援

◆ 関連企業の紹介

◆ プレゼンテーションやPRのための使用可能なデータの貸与

◆ シャトルバス等の運行助成

◆ コンベンションの誘致助成及びコンベンション開催準備資金の貸し付け
◆ キーパーソンの視察受け入れ
◆ 広島市長からの招請メッセージの提供
◆ 会議施設、
宿泊施設等の紹介

（公財）
広島観光コンベンションビューロー MICE推進部
お気軽にご相談ください！ TEL：082-244-4853 E-mail：hcvb@hiroshima-navi.or.jp
URL：https://www.hiroshimacvb.jp/

◆ 行政等関係機関との連絡調整

◆ ユニークべニュー、
テクニカルビジット、
エクスカーションの紹介

（広島らしい趣向を凝らした様々なプログラムの提案）

◆ 神楽など伝統芸能等の提供
◆ お客様のためのおもてなしプログラム

（広島観光親善大使派遣、
市民交流プログラムの実施支援、
平和記念資料館観覧料免除、
外国語ボランティアガイド派遣）
の紹介および提供

◆ 広島市長からの開催歓迎メッセージの提供

6

◆ デジタルサイネージ掲出
（JR

広島駅）
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令和元年度観光・コンベンションセミナー、優良従業員表彰式・賛助会員交流会
令和２年2月1２日（水）ANAクラウンプラザホテル広島

賛助会員の皆様の情報交換や、
新たなビジネスチャンスのきっかけづくりの場として毎年好評をいただいている
観光・コンベンションセミナーと優良従業員表彰式・賛助会員交流会を開催しました。

観光・コンベンションセミナー

「あなたの企業を成長させる「おもてなし経営」〜『創客』の本質と実践〜」
広島商工会議所との共催で行われたこのセミナーでは、(株)観光ビジネスコンサルタ
ンツ代表取締役 西川丈次氏を講師にお迎えし、一度の出逢いでお客様に感動を提供し、
リピーターを創り出し、ビジネスを生み出す「真のおもてなし」について、実例を交えてわ
かりやすくお話しいただきました。139人の参加者が熱心に耳を傾け、活発な質疑応答が
行われました。

優良従業員表彰式・賛助会員交流会
当ビューロー賛助会員企業・団体に長年勤務され、
その勤務成績や観光客の接遇等に優れ
ている14企業・団体の37人の従業員の方々が、
池田理事長から優良従業員の表彰を受けら
れました。

観光・コンベンションセミナー

引き続き開催した賛助会員交流会は、池
田理事長の挨拶、会長である松井広島市長
の乾杯の発声で開会しました。交流会には
会員企業等から132人が参加され、
活発な情
報交換や交流が行われ、
盛会となりました。

優良従業員表彰式

賛助会員交流会、
松井会長
（広島市長）
による乾杯

第29回国際MICEエキスポ（IME2020）に出展しました
2月26日(水)、
日本政府観光局
（JNTO）
と一般社団法人日本コングレス・コンベ
ンションビューロー
（JCCB）
が共催で行う日本唯一のＭＩＣＥ専門見本市
「第29回
国際ＭＩＣＥエキスポ
（IME2020）
」
が、
東京国際フォーラムで開催されました。
この
トレードショーには当ビューローをはじめ、
全国のコンベンションビューローなど、
ＭＩＣＥに係る101の団体・企業が出展し、
延べ677人の方が来場され、
広島ブース
においても最新のＭＩＣＥ情報を提供し、
国際会議の主催者を含む、
多くのＭＩＣＥ
主催者と商談を行いました。
また、
「日本政府観光局
（JNTO）
国際会議誘致・開催貢献賞」
の授賞式が行わ

広島ブース商談風景

れ、当ビューローが誘致・支援した「吃音・クラタリング世界合同会議 in Japan
2018」
が表彰されました。
この賞は優れた運営で会議を成功させ、
地域社会・経済
の発展に貢献した功績に対して表彰するもので、
授賞式には、
主催者を代表して、
広島大学大学院教育学研究科の川合紀宗教授と、
日本吃音・流暢性障害学会 の
長澤泰子理事長が出席されました。
受賞理由は、
開催直前に
「平成30年7月豪雨災
害」
が発生し、
一部の交通機関の運行に影響がある中、
主催者から参加者に対し
て、
会場への交通手段等の情報を迅速かつ正確に案内する手段としてSNSを活用
した点、
また、
それによって会議開催中止の危機を克服した点が高く評価されまし
た。

7

広島大学 川合教授による受賞者代表挨拶
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コンベンションカレンダー 2020年 5 月 〜 7月
名

称

会

場

会

国内
参加者数
(人)

期

海外
総参加
参加者数
国数
(人)

研究支援担当専門職能団体の国際ネットワーク
2020年世界大会（INORMS 2020）

広島国際会議場

5 月 25 日〜 28 日

150

450

40

第11回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会

広島国際会議場、
リーガロイヤルホテル広島

5 月 29 日〜 31 日

4,900

100

5

第65回日本身体障害者福祉大会

リーガロイヤルホテル広島、
広島グリーンアリーナ

6 月 3 日・4 日

2,500

0

1

日本人間工学会第61回大会

尾道市役所本庁舎

6 月 13 日・14 日

498

2

3

第45回日本超音波検査学会学術集会

広島国際会議場

6 月 19 日〜 21 日

3,000

0

1

The 11th International Conference on
Molecular Imprinting（MIP 2020）

広島国際会議場

6 月 21 日〜 26 日

170

160

20

第108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

広島県医師会館

6 月 27 日・28 日

300

0

1

第74回日本交通医学会総会

広島県医師会館

7 月 4 日・5 日

200

0

1

ICPOC25 25th IUPAC International Conference on
グランドプリンスホテル広島
Physical Organic Chemistry
（第25回物理有機化学国際会議）

7 月 5 日〜 10 日

100

250

15

コンクリート工学年次大会2020
（広島）

7 月 8 日〜 10 日

1,500

0

1

7 月 10 日

2,000

0

1

広島国際会議場

第62回中国・四国地区高等学校PTA連合会大会
（広島大会）

広島市文化交流会館

※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。

2020 広島観光親善大使を募集します
2020広島観光親善大使の募集を5月１日（金）から開始します。
市内外の観光キャンペーンや親善訪問などで広島をＰＲしませんか？
募集期間

募集人数

3人

応募資格

次のいずれにも該当する人
① 年齢18歳（2020年7月25日現在）以上で広島の観光に関心が
あり、その発展に熱意を持っている人。※未婚、既婚及び性別を問いません。
② 広島市内に在住もしくは通勤・通学している人。
③ 2020年7月25日（土）から約1年間50回程度の行事に参加できる人。

2020年5月1日（金）〜5月25日（月）

2019広島観光親善大使

応募用紙は、5月1日（金）から（公財）広島観光コンベンションビューローホームページ
申し込み （https://www.hiroshimacvb.jp/)からダウンロードできるほか、広島市観光案内所（平和記念公園
内）、市役所市民ロビー、区役所でも配布する予定です。
広島観光親善大使の活動は、ブログ
「こんにちは！広島観光親善大使です。」や
Facebookなどで紹介しています。
広島観光親善大使 検 索

発行・編集

公益財団法人

問い合わせ先

（公財）広島観光コンベンションビューロー
魅力創造部 TEL 082-554-1811
ブログ QRコード

Facebook QRコード

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

E-mail kankou@hiroshima-navi.or.jp

