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はじめに 
 

一般社団法人として、財政の透明性を高め、地域住民への説明責任を果たすとともに、
財政の効率化、適正化を図るために、財務諸表を作成、分析をしています。 

ここにその概要を報告します。 
 
主な会計基準と財務諸表 
 会計部門として、公益目的事業会計と収益事業会計に大別します。 
  

公益目的事業 田舎体験推進協議会 

ヘルスツーリズム推進協議会 

・体験型観光事業 

地域プロモーション事業 

事業支援プラットフォーム事業 

コロナ対策関連 

・安心・安全おもてなし事業 

・Come Up キャンペーン事業 

・飲食店周遊スタンプラリー事業 

特産品開発事業 

インバウンド促進プロジェクト 

収益事業 道の駅指定管理事業、観光事業補助事業、 

はじまりの家（空き家対策）事業 

※観光事業補助には、旅行サービス手配補助、イベント物販販売、他自主収益事業を含む 

 
・令和３年１１月に観光庁から「地域 DMO」観光地域づくり法人に本登録をされたことから、今後も
一層の観光振興の強化を図ります。 
 
〇財務諸表作成は複式簿記・発生主義会計に基づきます。 
〇財務諸表は、貸借対照表、正味財産増減計算書になります。 

正味財産増減計算書について、決算においては、事業部門別内訳及び非収益・収益別内
訳を作成しています。 
 
決算の総括 
〇正味財産増減計算書のとおり、 

当年度の経常収益は 167,281,462 円、経常費用は 156,977,382 円で、当期一般正味財産額
は 10,304,080 円となり、累計の一般正味財産期末残高が 41,539,327 円となりました。 

 
 

  



3 

 

  

正味財産増減計算書 
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正味財産増減計算書 
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貸借対照表 
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◆令和３年度地域商社あきおおた事業報告 

１，地域 DMO の活動 

 令和３年 11 月４日付で観光庁へ「地域 DMO（観光地域づくり法人）」本登録が完了し、地域商社あ

きおおたに新たに観光振興に係る法人組織としての機能が加わり、今後、観光振興の強化推進を図る。 

 特に、地域 DMO として地域を牽引する組織として、地域内の事業者や住民との協働による観光関係

事業等がこれまで以上に「稼ぐちから」を引き出す機能を創出することとなった。 

 「地域商社あきおおた」は、作り手とお客様とをつなぐ、「商社」「DMO」「道の駅」の３つの機能を

総合的に持ち合わせた組織として活動目標としており、これまでの取組を一層、産業振興と観光振興に

よるまちづくりを進め、作り手が豊かになる仕組みとお客様が笑顔になる心のこもったおもてなしで活

き活きとしたまちづくりを実施する機能が備わりました。 

地域 DMO 登録をされたことにより国等の補助制度への申請該当組織になったことで、今後有利な支

援制度などを活用し、独自の財源の確保が可能となったことから、より一層に優位性の高い事業や迅速

な施策展開が可能となりました。 

 更に観光振興を強化するため、専門的な人材「観光振興アドバイザー」を招聘し、観光プロダクトの

造成や観光プロモーションなどの専門的な視点で取り組んでいる。 

また、取組の一環として町内事業者を対象とした「おもてなし研修」や「クレーム処理対応研修」な

どの講演会を実施し、一層の事業者の接客対応の向上を図りました。 

 

２，教育旅行民泊運営（田舎体験推進協議会事務局） 

民泊受入は、新型コロナウイルス感染症の拡大状況及び協議会会員の意向を踏まえ、受入中止しまし

たが、選択別体験については、令和２年度同様に体験受入事業者による体験プログラムに限り、新型コ

ロナウイルス感染症防止対策を講じた上で受入れを実施しました。 

これまでは民泊受入来町校のみにアンケート調査を実施し、満足度や体験プログラムの内容等の改善

を図ってきましたが、更に日帰り選択別体験校も加えてニーズ調査による改善を図っていきます。 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い民泊受入の中止や行動制限により受入家庭のモチベーション

は低下しているため、感染症対策を講じてスキルアップ講習会を実施しました。講習会参加者の固定化

等の課題もあり、今後は多くの受入れ家庭に参加を促す対策を継続的に実施する計画です。 

協議会会員の情報交換機能の充実のため、事務局通信を毎月１回の発行を継続的に実施して、一定の

成果は得ています。受入家庭との直接の対話の機会が減少や受入体制の維持および協議会事業に対する

意見の聞き取りを実施しました。今後も新型コロナウイルスの感染症の状況を注視しながら計画的に会

員訪問等を実施する予定です。 

営業活動については、４月に県内(広島市・福山市)および岡山での営業活動を実施しました。関西や

関東圏学校への直接営業等は新型コロナウイルス感染症の拡大により中止となりました。 

・事業計画をしていた体験プログラムのインストラクター育成、既存プログラムのブラッシュアップに

関しても新型コロナウイルス感染症拡大により活動自粛となった。 

今後は、国の新学習指導要領改訂や SDGｓを取り入れたプログラム造成を行い、教育旅行市場に次

年度以降、補助事業などの活用や検討を行い、町内インストラクターの育成支援やモニターツアーなど

を通した既存プログラムのブラッシュアップを図る予定です。 
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令和３年度の実績 

 小学校 中学校 高等学校 インバウンド 合計 備考 

学校団体数 1 4 2 0 ７ 前年比 100％ 

（内リピート校） ０ 2 1 0 3 前年比 300％ 

生徒数(人) 78 495 76 0 649 前年比 120％ 

民泊数 ０ ０ 0 0 0 
民泊受入中止 

受入れ家庭数 ０ 0 0 0 0 

体験料収入(円) 120,000 2,260,775 568,590 0 2,949,365 
前年比 115％ 

(約 54% 

町内事業者還元) 

  

３，ヘルスツーリズム推進協議会(体験型観光) 
（1）事業総括 

今年度は、昨年度から続いた新型コロナウイルス感染症の影響により団体旅行の受入れや、旅行会社か

らの依頼による受入れ件数は減少した。新型コロナ感染症など様々制約の中で活動を実行した。 

 特に、地元住民や地元教育機関・事業者と連携することで、町内にある地域資源を最大限に活用する取

組みは、発足以来 10 年目でもあり本事業の大切な事業目的や時代のニーズに合わせ、継続的な取り組み

となるように工夫しながら事業実施をした。 

今後もさらに新しい魅力の創出を協議会全体で進める体制整備と分野毎に部会の構築を予定している。 

実 績 

                                ※ツアーは 23 社が中止、 

（2）今年度の重点的な取組内容  

事 業 取組内容 

森林セラピー 

・広島産業保健センターとの連携による産業医研修会 【龍頭峡】 

・全国森林セラピー基地中央研修会         【奈良県吉野町】 

・ガイドフォローアップ研修会           【安芸太田町内】 

観光ガイド 
・旅行社への営業活動実施             【広島県内   ６社】 

・町内資源を活用したツアー企画の造成・販売    【ツアー企画 ３企画】 

 各種メニュー 目標人数(人) 実績（人） 
売上目標

（円） 

売上実績 

（円） 

１ 森林セラピー 150 69 人 300,000 151,000 

２ 観光ガイド 
（各種ツアー）※ 

100 85 人 300,000 104,000 

３ 企業連携 100 20 人 500,000 26,000 

４ 教育機関連携 200 52 人 600,000 71,700 

５ ＳＵＰ 150 182 人 750,000 949,346 

６ スノーシュー 100 器具不良のため不実施 300,000 0 

７ その他  450 手配手数料 450,000 481,630 

合計 1,250 408 3,200,000 1,783,676 
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・教育旅行との連携した受入れ   

アクティビティ 
・SUP の受入れ（インストラクター増員）      【増員３名】 

・新規体験コンテンツ造成 

人材育成 ・オンラインでの研修会用の動画の作成(ガイド研修会用) 

教育機関との連携 

・地域特性を生かした授業連携への支援            

・特産品開発 (取組品目：菊芋栽培、ジビエ加工品、木工品の製作) 

・ツアー企画提案の実施 

・イベント実施（道の駅での釣り堀など） 

その他 

・雪山誘客事業の実施 

・先進地視察 

・企業連携によるイベント実施 

・フットパス協会への登録           （令和３年 11 月登録） 

 

◇雪山誘客促進事業 

①冬季誘客プロモーション 

・誘客促進 PR 活動 

 スノーボード天国での PR 活動 （岡山市、広島市出店） 

広島市で開催のイベントへの出店（あったまる比治山） 

 広島銀行本店でデジタルサイネージへ PR 画像の放映 

 せとうち DMO の雪山企画取材、旅行者へ雪山ツアー造成企画対応(コロナにより催行中止) 

②冬季イベント・新規開発事業 

・雪山コンテンツ器具整備(スノーシュー20 機購入) 

・PR 動画撮影機器購入（ゴープロ 1 台、ジンバル 1 台） 

・PR コンテンツの作成（PR チラシ用イラスト、動画作成、HP 内容更新他） 

・雪山焚火イベント等の開催 

（3）課題 

 ①ガイド、インストラクターの人員の不足       対策：ガイド講座及び講習会の開催 

 ②町民・事業者との情報共有・連携機会の不足     対策：事業者連絡部会の発足 

 

※参考  協議会の主な活動の詳細 

□森林セラピー関連  

実施日 実施場所 実施内容 参加人数 

4/12 三段峡 比治山大学連携によるツアー造成 9 名 

5/29 オンライン 山口県徳地 ガイド養成講座受講 ２名 

9/4 広島市内 
オンライン用ガイド養成講座・スキルアップ

研修会活用の動画撮影 
３名 

10/13 
立岩山 

市間山 

立岩山ー市間山縦走  

天空のブナ林トレッキングモニターツアー 
5 名 

10/23 龍頭峡 広島産業保健総合支援センター研修会 25 名 
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11/6 龍頭峡 比治山大学連携によるツアー実施 30 名 

11/11～12 奈良県吉野町 森林セラピー基地中央研修会参加 2 名 

11/21 
龍頭峡引明けの森 

井仁棚田 
引き明けの森モニターツアー実施 5 名 

3/1 オンライン 森林サービス産業のフォーラム参加  

 

□人材育成関連 

実施日 実施場所 実施内容 参加人数 

12/18～19 龍頭峡・深入山 ガイドスキルアップ研修会(ガイド会) 13 名 

 

□教育機関との連携関連 

実施日 実施場所 実 施 内 容 参加人数 

4/18 田 吹 SDGｓプログラム開発（染物の技術研修会） 7 名 

5/6 加計高校 RCC 元就取材対応 9 名 

7/10 道の駅 花の輪花壇へ花の植え付け 40 名 

8/4 町 内 加計高校インターンシップ受入 5 名 

10/10 道の駅 釣りカフェ開催（来訪者 300 名）  

11/12 深入山 安芸太田中・加計中登山 33 名 

11/20 かけはし JOCA との SDGs イベントの開催 120 名 

12/12 広島本通り 加計高マルシェ参加  

 

□アクティビティー関連 

実施日 実施場所 実施内容 参加人数 

3/19～20 龍頭峡 ワーケーションモニターツアー実施 ３名 

 

 

 

 

 

実施日 実施場所 実施内容 

4/1～5/7 広島銀行可部店 安芸太田町観光資源の写真展開催(PR ビデオ放映) 

4/26 北広島町 芸北 芸北せどやま事業現地見学 

8/1 イオン広島祇園店 木育イベントの開催 

9/23 マツダスタジアム わがまち魅力発信隊 出店 

10/9 深入山 安芸太田ウォーキング大会 出店 

11/27 加計商店街 JOCA との SDGs イベントの開催 

11/28 湖畔の里 福富 木育イベントの開催 

12/4 比治山公園 あったまる比治山参加 
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4，物販・道の駅  

〇道の駅来夢とごうち(指定管理施設) 

実 績 

項 目 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年度計 前年比 

入店客数(人) 13,290 15,349 21,869 9,509 60,017 114.9％ 

購入客数(人) 5,817 5,803 9,563 4,171 25,354 101.8％ 

客単価(円) 1,231 1,294 1,525 1,655 1,437 106.9％ 

レジ売上高 (千円) 7,437 7,508 14,581 6,902 36,428 108.9％ 

EC、発送売上高（千円） 462 618 915 1,097 3,092 148.4％ 
ふるさと納税売上高（千円） 897 1,349 3,763 1,737 7,746 146.2％ 

売上高 合計  (千円) 8,796 9,475 19,259 9,736 47,266 110.8％ 

※令和 3 年度 町内事業所関係分の販売額 19,530 千円 

〇令和 3 年度の新規商品 

新たに 24 業者事業が参画され、そのうち町内事業者は 14 事業者となった。そのため、道の駅新規

出荷者の増加と地域内の起業の機運の醸成も図られ、新規に参画した事業者の販売売上額は約 2,000 千

円となった。 

・新規商品・開発の実績(祇園坊柿活用商品) 

 新規商品 商 品 名 販売売上額 前年比 

祇園坊関係商品 53 種類 干柿、あおし柿、チョコちゃん他 8,711 千円 129.2％ 

（うち新規商品開発） （６種類）
祇園坊ドレッシング、パウンドケー

キ、祇園坊マジュレ、ソース他 

（1,493 千円）  

 

〇道の駅の魅力化対策事業 

① 道の駅マルシェ開催による地元利用促進 

 試行的な取組みを 12 月・3 月の 2 回を島根県大田市水産物と三次ワイナリー（ワイン、三次産品）を

実施し、来訪者からの反応は好評であった。 

次年度も毎月末に道の駅マルシェ(名称：あきおおたからマルシェ)を定期開催することとした。 

② 販売開拓出店 

・広島市内の家電量販店と共同で WITH 安芸太田の出店 

 地元農産物、加工品、工芸品などを 2 日間出店販売し、出店販売額約 500 千円になるなど、来訪者の

期待度も高まった。特に、安芸太田町公式ＬＩＮＥ登録でオリジナルエコバックプレゼント等、新たな登

録者が 25 名となるなど安芸太田町のファンの拡大と関係人口の増加につなげた。 

 

③ あきおおたから HP による EC サイト・発送割引キャンペーン実施 

・地域産品の販売促進キャンペーンの実施（企画商品、送料キャンペーン） 

・旅行者企画の温井ダムオンラインツアー商品発送（参加者への商品提供） 

 EC サイト利用による商品発送実績 

特別 EC サイト企画商品 実 績 特別 EC サイト企画商品 実 績 

春の野菜セット ４３件 祇園坊干し柿 ７９件 
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とうもろこしセット １５５件 その他 ４０５件 

祇園坊あおし柿贈答用 ４７件 計 ７２９件 

                 ※EC サイト（EC,E-Commerce）のサービスを提供する Web サイトの通称 

 

E コマース（物販）の動向 

 売上 1,513,099 円、385 件   （昨対比 119％） リピーター数 113 名     （昨対比 251％） 

 

 

 

 

 

 

商品アイテム数の増加および季節の旬な商品展開、送料半額や無料などの定期的なキャンペーン実

施で昨年度より売上（平均単価は 4,000 円）が向上した。また、リピーター数やショップへのフォロワ

ー、商品のお気に入り数が増加傾向にあるため、引き続き期待に応えられる商品の展開やダイレクトメ

ールなども活用して顧客満足に繋がる商品を届けていくこととしている。 

 

④ 地元農産物を町外製造会社へ原材料提供・販売 

  加工用柿ピューレ 282ｋｇ、祇園坊干し柿加工用 34ｋｇ 販売売上額 497 千円を販売 

・キャンペーンに係る情報発信を SNS プッシュ広告による集客を実施。 

 

⑤ ふるさと納税 

・ふるさと納税の返礼品を新たな商品 8 品目の取り扱いを始めた。 

  きっちんたまがわ黒米おはぎ、稲穂からの暖かさ（備蓄用コンロ）、祇園坊柿加工品等  

戸河内ウイスキー限定品の在庫確保（昨年の 2 倍） 他 

 

⑥ 太田川産直市支援業務 

・年間販売額 35,340 千円（８月豪雨の影響により前年比 94.4％） 

・支援業務内容：営業、仕入れ、発注、集荷、販促作成、価格設定支援、清算、年間営業計画作成、 

ＳＮＳ投稿、各種帳票実績等の整理等の支援を実施した。 

 

４，WEB サイト、SNS の年間の動向 

ユーザー数  191,645 （昨対比 153%）  閲覧数  720,659 （昨対比 263％） 

閲覧動向は、広島県（約 35％）が最大で、大阪府（18％）、神奈川県（7％）含め約 65％が他県からの

利用が増加している。 

  

 

 

 

参考：利用者の年間推移 

各種 SNS フォロワー数 6,175 （昨対比 137％） 

0

500000
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【考察】 

情報発信ツールによる継続的にコンテンツを制作し、季節に応じた旬な情報を届けることで順調に

WEB サイトのユーザー数閲覧者数、SNS 各種のフォロワー数は増加している。 

これまで検索しても上位検索へ表示されなかったワードでも上位に上がるものが増加してきている

（例：産直 広島、体験 県北 広島、広島 柿など） 

以前の HP「あきおおたナビ」からの移管作業は 80％完了し、残りの 20％（施設関連、三段峡各ス

ポット、アクセスページ）は、次年度の上半期内に実施を計画している。 

今後も継続して、お客様が求めるコンテンツを制作及び SNS の定期的な更新によりユーザー数、フ

ォロワー数を確保していくと同時にコンバージョン率（来町や体験、物販などの購入）の向上につなげ

る。 

 

５，事業支援プラットホーム 

町コロナ対策事業関連 

① 安全・安心おもてなし向上支援事業   

町内の観光施設や店舗において新型コロナウイルス感染拡大防止を徹底して予防するため、必要

な資材等に係る支援と来訪者等の安全・安心な受け入れ態勢の整備を図り、安全対策の推進と来訪

者の増大の促進を進めるとともに感染予防の徹底を図った。 

また、地域商社あきおおたにが、独自の感染予防チェック項目の設定とその検証により、観光関

係事業者を「おもてなし認証登録店」として各種支援制度の適用できる仕組みを構築した。 

・認証登録店を令和２年度から 9 軒が新たに加わり登録認証店が 43 軒となり、町内の安全・安心

の店舗の拡大をした。         （実施期間：令和 3 年 6 月 1 日～令和 4 年 3 月 11 日） 

 

② Come Up キャンペーン事業   

新型コロナウイルス感染拡大等による利用者の減少の影響を受けている宿泊施設等を対象に、経

済向上対策として宿泊料金の割引支援による利用促進と利用者の拡大を図った。 

また、宿泊利用者による SNS を通じた情報発信も図り、インスタのフォローをされた方の中か

ら抽選で地域産品のプレゼントを行った。（実施期間：令和 3 年 10 月 1 日～令和 4 年 2 月 28 日） 

助成制度(補助金上限 10,000 円) 宿泊助成補助金 4,932,440 円 宿泊利用者 303 組 958 人、 

宿泊対象施設 13 軒、インスタ投稿 30 組 

・冬季誘客対策の宿泊パック造成に係るツアー企画の造成 

 

③ 飲食店周遊スタンプラリー事業     

町内の飲食店利用促進のため、「おもてなし認証登録店」を対象に飲食店の利用者に１回あたり

500 円で 1 ポイントの押印をしてスタンプカードのポイント制を実施。 

カード(10 ポイントで満点)により 2 店舗以上の利用者に、道の駅で 500 円クーポン 2 枚分を交

換し、店舗への利用を促進した。町内の飲食店を周遊することで利用者が様々な店舗での飲食がで

きるなど利用者及び飲食店の反応は好評であった 地元利用者は約 70％。 

 実施期間：令和 3 年 11 月 1 日～令和 4 年 2 月 28 日（延⾧により令和 4 年 3 月 27 日まで） 

 参加飲食店 43 店舗、クーポン交換者 1511 人、 
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ダブルプレゼント（5 枚達成）123 人、（10 枚達成）60 人 

 

④ 特産品プロモーション事業   

販売促進（ブランドロゴ・シールラベル、包装紙の作成、販促用エコバック等）に係るノベルティグ

ッズ作成と祇園坊柿関係の商品開発用の原材料の調達を行った。 

また、プッシュアップウイークを設定し、収穫時期に祇園坊柿を利活用した加工品や新規レシピメニ

ューの開発による販売促進を実施した。 

（飲食店１２店舗、新規メニュー７種類、継続メニュー６種類によるキャンペーン実施） 

・祇園坊柿 Push up weeks   実施期間：令和３年 11 月 21 日～令和３年 12 月 26 日 

・特産品発送キャンペーン 期間中に 500 件の発送の取り扱いにより販売額が約 20％アップ。 

・パッケージリニューアルは、祇園坊柿に係る包装紙やシールなど新たな地域ブランドとしてのイメ

ージアップを期間中に積極的に図った。(販売商品の展示レイアウトや専用コーナーなどを設置し、

秋の来訪者への販売促進を図った。 

・販売促進機関の販売用バックなどの販促グッズを作成し産品購入への関心を高めた。 

 

６，観光推進事業 

インバウンド促進プロジェクト（町地方創生推進補助金関係） 

令和２年度策定の「あきおおたインバウンドアクションプラン 2020」にて、重点ターゲット国を台湾

と豪州に定め、３か年（策定年含む）の訪日旅行者誘客促進事業を進めており、最終年となる令和３年

度は、コロナ禍を経てみられる重点ターゲット国における顧客の思考変化やニーズ把握を行うと同時に、

アフターコロナに向けた訪日旅行客の受入環境整備やオンラインでのプロモーション強化を図るための

ツール整備を実施した。 

【事業１】ターゲット国（台湾）を対象とした市場調査   

インバウンドデータソリューションを活用した市場調査を実施し、あきおおたのファンとなり得る層

を４つのペルソナ像（旅行興味旺盛なアクティブ会社員／中部地方都市に住むリッチシニア／リラック

ス中堅ファミリー／潜在学生層）として明確に設定した。 

また、アンケート調査結果の分析により町内の観光地別でのターゲットとなりうる顧客層の特徴を明

確化し、仮説を立て、今後のプロモーションや誘客を進めることとした。 

 

【事業２】ターゲット国（オセアニア）を対象とした市場調査   

オンラインによる定量、定性調査を実施し、オーストラリアにおける広島県や安芸太田町に対する現

状分析を行い、安芸太田町の観光スポットに関しては好意的に捉えられており、興味がない人はほぼい

ない状態である。 

⾧期滞在である事を考慮すると、県内の有名スポットからのモデルコースを設計する事や豊かな自然

を活かした付加価値の高い体験を打ち出す等が有効と考えられる。現状では安芸太田町に関する情報が

不足しているため、各種媒体や SNS を通じ更なる積極的な情報発信が必要である。 

 

【事業３】地域商社あきおおた HP 多言語化整備   

台湾および豪州をターゲット国として、コンテンツデザインを考慮したＨＰの多言語化整備を実施し
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た。同時に外国人も利用できる体験予約の受付機能、安芸太田町の写真や動画データ、その他共有が可

能な著作権フリーのデジタルコンテンツ等についてインターネット上で共有可能なデータベースを「あ

きおおたから」内に構築、紙媒体での多言語パンフレット(データ)の作成等、効果的なプロモーション

及びオンライン受入基盤の整備を実施した。 

【事業１・２】による分析結果を基にした、これらツールを活用した情報発信、誘客促進活動を進める。 

 

【事業４】インバウンド向けアクティブ・文化体験型コンテンツ動画の制作 

台湾市場とオセアニア市場向けのプロモーションツールとして、昨年度製作した冬期間に続き、今

年度は春・夏期のアクティブ体験および文化体験型コンテンツの動画を下記の通り１２本制作をした。 

三段峡(インタビュー入り)  英語字幕(２分) 英語字幕(30 秒) 

繁体字幕(２分) 繁体字幕(30 秒) 

    生活文化体験(インタビュー入り) 英語字幕(２分) 英語字幕(30 秒) 

繁体字幕(２分) 繁体字幕(30 秒) 

    グリーンシーズン体験  オセアニア市場向け(30 秒)、台湾市場向け(30 秒) 

    オールシーズン紹介  オセアニア市場向け(30 秒)、湾市場向け(30 秒) 

作成した動画を今後 WEB や SNS、展示会や商談会などで活用し、誘客に活用することとしている。 

 

【事業５】町内看板等サインの多言語化整備プランの作成   

町内観光の拠点となっている「道の駅来夢とごうち」を起点とした主要観光地を設定した計画である。

①「三段峡」「恐羅漢」までの三段峡・恐羅漢ルート 

②「道の駅来夢とごうち」を起点として「井仁の棚田」までの井仁の棚田ルートの区間の観光案内の

サイン計画を作成。 

作成したデザインやサインの利用ルールを策定や「あきおおた DMO」の事業の中でデザインルール

について町内での理解度の促進を進めブランディングを進める。 

 

【事業６】インバウンド向け満足度調査            

町内主要観光地である 4 ヶ所（三段峡・道の駅来夢とごうち・恐羅漢スノーパーク・温井ダムリゾー

ト）において外国人観光客やその他日本人観光客を対象に下記の日程にてアンケート調査を実施した。 

※新型コロナ感染症による入国規制などにより訪日客の割合は低くなった。 

〇調査結果の総括：回答者の８１％から満足（大変良い・良い）の評価を得ている。 

特に「自然」や「景色・景観」に関連するものの満足度が高く、80％以上の方が再来訪の希望があり、

友人・知人へお勧めしたい観光地であるとの回答が得られた。 

ただし、回答者の大半が自家用車やレンタカーなどでの来訪で滞在時間は、「半日程度」が最も多く、

調査方法 調 査 日 調査 個所 

面接法調査 
１回目  11 月 20・21 日 (土-日) 恐羅漢スノーパーク 

2 回目  1 月 29・30 日  (土-日) 三段峡・道の駅・温井ダムリゾート 

留置法調査 
1 回目  11 月 20 日～12 月 22 日 三段峡・道の駅・温井ダムリゾート 

2 回目  １月 13 日～30 日 恐羅漢スノーパーク 

アンケート回収数 合計 回答数  483 通 外国人観光客１％、日本人観光客 99％ 
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次いで「１時間程度」と、比較的滞在時間が短い傾向となった。 

来訪者の満足度の高い「自然」や「風景・景観」を活かしたコンテンツを整備による、お客様の滞在時

間を延ばすことが必要である。 

調査結果及び分析を基に、今後も一層「稼げる観光地づくり」の取り組みを進め来訪者の滞在時間及

び経済消費額の増大を図る必要がある。 

今後の新型コロナウイルス感染症の動向などを注視し様々な変化に対応した施策を実行し、観光振

興により地域経済の回復をはかることを目的とする。 

 

〇顧客管理―データ構築事業（町地方創生推進補助金関係）   

町の「観光振興基本計画」に沿った観光振興戦略に係る、地域商社、地域 DMO、道の駅運営の機能の

三位一体の取り組みのため、今後観光戦略に沿った観光プロモーション等のデータベース化を図った。 

分野横断的な情報トレース・蓄積により、顧客関係管理データベース(CRM)の構築のため、クラウド型

データベースを蓄積する仕組みを構築した。 

・対象想定となる顧客データリスト 

ア、 EC サイトによる物品の購入者 

イ、 HP による体験予約・利用者 

ウ、 DMO アンケート回答者 

エ、 ふるさと納税者 

オ、 町公式 LINE＠登録者 

カ、 移住定住イベント参加者 

キ、 町内宿泊施設及び飲食店等利用者 

今後、これら顧客管理データの蓄積とデータ分析を行い、より消費者ニーズに沿った企画商品の開 

発を進める。次年度はデータ蓄積と分析に効率的なプロモーションへの活用に繋げる計画である。 

 

７,観光関連事業 

① フイルムコミッション事業（映画ロケ誘致対応） 

・映画題名：「こちら あみこ」 

令和４年７月８日から公開される映画のロケを町内の２か所（草尾、寺領地区）で撮影が実施さ

れた。今後映画による地域でのロケ地への訪問などが商品開発できる取り組みとなった。 

・JAL ふるさとプロジェクト（招致対応） 

日本航空の取り組みで、JAL【TBS】「ステキなタカラに出逢う旅～BE TOGETHER の動画撮影

のため、町内の観光ポイントを巡る形式で動画撮影を実施した。作成された動画は日本航空の機内

での映像を放映するプロジェクトの撮影を行い、安芸太田町で 10 分間町内の風景や体験を上映さ

れ観光プロモーションを実施した。（12 月～3 月国内線機内放映） 

  ・イオンコンパスによるツアー用動画撮影対応 

    イオンコンパスによる町内への誘客ツアーのための町内コンテンツ（祇園坊柿を題材の体験ツ

アー）の誘客用の動画撮影を実施し催行予定であったが、新型コロナウイルス感染症拡大によりツ

アー企画は中止となった。 

・その他メディア対応 



16 

 

メディア掲載 テレビ・ラジオ  NHK あさいち（漬物やきそば）の道の駅前で撮影 

 

②  第１回 道の駅周辺ロゲイニング大会 

道の駅来夢とごうちの拠点性を高めるため、民間保険会社(明治安田生命)の助成金を受け、健活

事業の一環として地域の誇れるポイントを設定してその個所を巡るロゲイニング大会を開催した。 

地域内のポイントめぐりとウォーキングによる健康づくりを合体させた第１回大会を実施した。 

コロナ禍の中での実施であったが、参加者が５人程度のグループに分かれそれぞれの巡るポイ

ント設定により合計点数を競うゲーム性の高いものであり、今後町内の各所においても実施が可

能であり実施の仕組みを構築した。 

実施日：令和３年１０月１７日(日)  道の駅来夢とごうち 発着点で設定 

参加者：７チーム 29 人 大会の協力に加計高校生１０名も運営スタッフで参加 

 

③ わがまち魅力発信隊(ズムスタ) 

例年実施している「ズームズームスタジアム」で９月 23 日に開催された広島対巨人戦に「わが

まち魅力発信隊」として町及び町内事業者と地域商社で参加し、地域特産品の実演販売と観光 PR

を行い、球場観客等へ観光プロモーションを実施した。 

 

④ 観光事業者への誘致促進誘客活動 

県内、県外の旅行事業者等への誘客要請活動 

訪問旅行業者：訪問事業者数 10 社 

地域素材集による地域プロモーション活動の実施 

 

８， 空き家活用事業 （はじまりの家） 

令和２年度に地域商社が整備した、移住定住体験型施設「はじまりの家」のお試し体験利用は、コロナ

禍の利用の面からお試し居住体験は９件 31 名、日帰り体験利用６件 23 名 合計 15 件 54 名となった。  

【利用者状況】 

 居住地別…中国地方９件（広島県内）、関東地方５件（東京都 2、埼玉県 2、神奈川県 1） 

九州地方１件（福岡県 1） 

年齢別…10 代１0 名、30 代 7 名、40 代 4 名、50 代 1 名、60 代以上９名で家族利用が中心。 

課 題 お試し居住体験実施要項の改定（利用料金、利用条件など）や施設内備品の充実・改善（備品

寄付設置、消火器整備、寝具リース化など）の改善を図る必要がある。 

ワーケーション試行事業によりレンタル電動自転車の利用の取組を実施した。 

情報発信の一環としてメディア取材への対応を２件行った。 

 昨年度に続くコロナ禍での運営となり、昨年度以上の利用希望者はなかったが、遠方居住者（関東圏な

ど）の利用状況から、移住定住を真剣に考える世帯の方は距離や不便さに関係なく、静かな環境や住居を

求められている。町内での物件情報を探されたが、居住したい家屋（住みたくなる住宅、住んで改修した

い住宅）を獲得できない現状があり（借家の不可、住居の相続問題など）、移住の募集以上に定住可能住

宅の準備が必要である。今後もはじまりの家の活用による移住者獲得に向けた利用者増加や満足される

物件情報の提供を町と共に取り組む必要がある。 
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◆組織体制 

平成 31 年４月から正職員 6 名を採用していたが、年度途中に 1 名が退職（自己都合）した。 

町からの出向者の２名継続と地域おこし協力隊員の１名が業務に従事している。 

役員理事関係については、副代表理事の退任により理事の構成が変更となった。 

（令和４年３月３１日現在） 

代表理事 橋本 博明 副代表理事 ７月１日より不在 

業務執行理事 菅田 裕二 理 事 二見 重幸 

理 事 栗栖 修司 監 事 沖野 宣貴 

※理事会及び社員総会を年間 4 回・監査会 1 回を開催 

 

〇地域商社あきおおたの職員体制 

  正職員 5 名(1 名退職)、役場出向職員 ２名、協力隊 １名、パート職員 ４名 

  次年度に、正規職員２名を雇用する計画である。 

 地域商社組織内で毎月職員・役員による商社運営会議を開催、また、毎週職員による企画会議を開催 

 

  ◆事業本部(３部門構成) 

  ・物販道の駅  GP  道の駅管理運営、産直市支援、特産品開発 等 

  ・観光 DMO  GP  教育旅行、ヘルスツーリズム、観光振興、体験型観光、DMO、WEB 管理 等 

  ・企画管理    GP  商社総括管理、はじまりの家、人事管理 等 

    今後組織改編を行い、新たな体制での事業推進を予定している。（２課４係による運営を想定） 


