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はじめに  人口減や少子高齢化などにより，県内需要及び生産人口が低下するなど，地域経済が疲弊しつつある中で，地域ブランディングの手法を活用した地域の活性化に対して注目が集まっており，地域の魅力を改めて認識し，見直すことによって，その方向につなげていこうという動きがある。 「地域がブランドになる」というのは，地域が国内外に広く知られており，地域に愛着や誇りを感じる人々が数多く存在し，地域に訪れる人々，地域の人々と交流する域外の人々が増え，そして地域人口が増え，多くの人々が地域を愛してくれる状況を作ることである。  地域ブランドを発展，確立していくためには，「特産品」「観光地」を中心とした「買いたい」「訪れたい」地域ブランドから，「たまに訪れたい，関係したい」といった「交流したい」地域ブランドへ，さらには「住み続けたい，戻ってきたい，移り住みたい」といった「住みたい」地域ブランドへと育成していくことが必要となる。 このため，「ひろしま｣ブランドにおいても，様々な主体と目的や取組の方向性について共通理解を促進するとともに，「ひろしま」が持つ有益な地域資産を最大限活用して，「買いたい」から「訪れたい」「交流したい」「住みたい」と，顧客と地域との関係性を徐々に深めていく取組を，長期的な視点で，戦略的に行う必要があることから，今回， ・何が「ひろしま」の地域ブランド・イメージとして望ましいのか ・そのブランド・イメージを確立するためには，個々の取組に加え，それらを全体として いかに統一感をもって推進していくのか などを盛り込んだ「取組方針」を作成することとしたものである。  １ 目的等について （１）「ひろしま」ブランドとは 本県の魅力ある観光地，特産品，歴史や文化，自然，産業など，数多くの地域資産から連想連想連想連想されるイメージの総体されるイメージの総体されるイメージの総体されるイメージの総体   （２）取組の目的 ○ 「ひろしま」の国内外での認知・評価を高めることにより，魅力ある地域として「選ばれ魅力ある地域として「選ばれ魅力ある地域として「選ばれ魅力ある地域として「選ばれる」ようになることる」ようになることる」ようになることる」ようになること    ○ 地域のイメージアップとの相乗効果により，県内の地域資産の「付加価値」を高め，持続持続持続持続的な「地域経済の活性化」へつなげること的な「地域経済の活性化」へつなげること的な「地域経済の活性化」へつなげること的な「地域経済の活性化」へつなげること    ○ 上記を通じ，ひろしまに生まれ，育ち，住み，働く人々に，地域の良さを再認識してもらい，「地域に対する愛着・誇り」を高めること「地域に対する愛着・誇り」を高めること「地域に対する愛着・誇り」を高めること「地域に対する愛着・誇り」を高めること  ２ 「ひろしま」ブランドを取り巻く現状と課題について （１）ブランド調査結果の概要   ア 調査の概要              調査形式 インターネット調査（登録会員の中から年齢・性別・居住地を限定して対象者を抽出） 実施時期 平成 25（2013）年 2 月下旬～3 月上旬 調査対象 ・人数 首都圏(東京，神奈川，千葉，埼玉)[800]，関西圏(大阪，京都，兵庫，奈良)[800]，県内[1,000]，福岡県内[400]の各在住者（15～69 歳の男女計 3,000 名） ※その他，有識者や市町等の意見を把握するとともに，地域資産の棚卸しのため，平成 24（2012）年 12 月から 25（2013）年 2 月にかけて，フィールド調査・インタビュー調査を実施。 

○ ブランドとは，一般的に，商品やサービスなどに対して，信頼性やステータスなど高い価値観が，消費者の心の中に形成される，というもの。 
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  イ 地域資産・体験価値   （ア）地域資産・体験価値とは 地域資産・・・その地域の魅力の根源となる，地域らしさに基づく有形無形の資産であり，実際に見たり，買ったり，食べたり，触れたりできるもの。歴史文化，生活，経済インフラ，食文化，コミュニティ，自然の６つの資産に分類          体験価値・・・地域資産を連想または体験することによって，人の心の中に生まれる情動，感情，感覚。関係絆，自己実現，ゆとり，感覚情緒の４つの価値に分類         （イ）自県評価比較 広島県と福岡県のそれぞれの居住者による自県評価では，地域資産・体験価値ともにすべすべすべすべての項目において，福岡県の方が上回っている。ての項目において，福岡県の方が上回っている。ての項目において，福岡県の方が上回っている。ての項目において，福岡県の方が上回っている。     （点） （点）資産評価/広島県・福岡県居住者の評価 体験価値評価/広島県・福岡県居住者の評価広島県 福岡県 広島県 福岡県
感覚情緒

（点） （点）資産評価/広島県・福岡県居住者の評価 体験価値評価/広島県・福岡県居住者の評価広島県 福岡県 広島県 福岡県
感覚情緒

（点） （点）資産評価/広島県・福岡県居住者の評価 体験価値評価/広島県・福岡県居住者の評価広島県 福岡県 広島県 福岡県
感覚情緒   

※福岡県は，本県と同様に，大都市圏に近接しておらず，いくつかの全国調査において魅力度などの指標が本県よりも上位にランクしていることなどから，比較対象地域として選定したものである。 

＜資産の分類＞ 歴史文化 歴史上のストーリー，人物，歴史的街並み，伝統文化，芸術文化 など 生活 住居の取得，物価，居住費，生活費，子育ての環境 など 経済インフラ 教育機関，医療福祉機関，働く場の充実，交通機関，産業活性 など 食文化 代表する食物，料理店，特産物（農，海，畜，酒），郷土料理 など コミュニティ 住民同士，住民と訪問者，世代間，多様な価値観をもつ人の交流の場 など 自然 自然，美しい公園，美しい街並み，身近な緑，身近な公園 など 
 

＜体験価値の分類＞ 関係絆 人の温かさ，人とのふれあい，心のつながり，連帯感，もてなし，価値観への共鳴，など 自己実現 刺激，感性，贅沢な気分，ステータス，プライド，知的な気分，夢や目標の実現，知識や視野の広がり，創造性，人生観の転換，など ゆとり ゆとりのある生活，経済的なゆとり，老後の安心感，ストレスの少なさ，など 感覚情緒 神秘的な気分，原風景の想起，日常からの解放，など 
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  （ウ）首都圏・関西圏からの評価 首都圏や関西圏から見たブランド評価は，全体的に広島県の方が福岡県よりも若干高い全体的に広島県の方が福岡県よりも若干高い全体的に広島県の方が福岡県よりも若干高い全体的に広島県の方が福岡県よりも若干高い傾向。特に「歴史文化資産」，「自然資産」，「感覚「歴史文化資産」，「自然資産」，「感覚「歴史文化資産」，「自然資産」，「感覚「歴史文化資産」，「自然資産」，「感覚情緒情緒情緒情緒価値」といった指標が高い価値」といった指標が高い価値」といった指標が高い価値」といった指標が高い。。。。  広島県 福岡県 福岡県広島県
感覚情緒

広島県 福岡県 福岡県広島県
感覚情緒    ウ 「ひろしま」の地域イメージ   （ア）自県比較 ○ 県内居住者による広島県のイメージは「宮島」が中心。そこから放射線状に「宮島」が中心。そこから放射線状に「宮島」が中心。そこから放射線状に「宮島」が中心。そこから放射線状に「原爆ドーム」「カープ」「もみじ饅頭」「お好み焼き」「かき」などの個の資産が点在個の資産が点在個の資産が点在個の資産が点在。「住みやすさ」の連想はあまり強くなく，その他の価値に結びつくストーリー性があまり見られない。 ○ 県内居住者による福岡県のイメージは，食べ物の「おいしさ」や「住みやすさ」，九州の入口としての「地理的優位性や交通の利便性」，“文化的な拠り所”として今も続いている博多のお祭りなどをキーワードに，ストーリー性を持った資産の連想が繋がっているストーリー性を持った資産の連想が繋がっているストーリー性を持った資産の連想が繋がっているストーリー性を持った資産の連想が繋がっている。  

＜広島県民＞

宮島

牡蠣
原爆 原爆ドーム 広島東洋カープお好み焼き

もみじまんじゅう＜広島県民＞

宮島

牡蠣
原爆 原爆ドーム 広島東洋カープお好み焼き

もみじまんじゅう
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＜福岡県民＞

おいしい 住みやすい
＜福岡県民＞

おいしい 住みやすい
         （イ）首都圏・関西圏におけるイメージ 首都圏における広島県のイメージは，来訪意向が非常に強い「宮島」の連想がほとんど現来訪意向が非常に強い「宮島」の連想がほとんど現来訪意向が非常に強い「宮島」の連想がほとんど現来訪意向が非常に強い「宮島」の連想がほとんど現れず，「原爆ドーム」が連想の中心れず，「原爆ドーム」が連想の中心れず，「原爆ドーム」が連想の中心れず，「原爆ドーム」が連想の中心。全体的な構造は広島県居住者と同様に，個の資産が点在的に連想されている（関西圏においても同様）。  

＜首都圏＞

原爆ドーム牡蠣 お好み焼き 広島東洋カープもみじまんじゅう
＜首都圏＞

原爆ドーム牡蠣 お好み焼き 広島東洋カープもみじまんじゅう
  

○ 「連想マップ」とは，ブランドの持つ価値を分析する手法の一つ。そのブランドから連想される事柄やイメージについて，アンケート対象者に自由記述してもらい，その自由記述の中で現れた語句や単語の使用頻度や関連度をコンピュータによって図式化する手法。 ○  ブランド連想を分析することで，どのようなイメージがどのように広がっているのかを構造的に明らかにできる。 ○ マップの見方として，中央にある言葉ほど出現率が高く，連想のハブとなっている。また線が太いほど，言葉と言葉の結びつきが強い。 
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  エ 「ひろしま」の地域資産の認知度・魅力度 ○ 首都圏において認知度・魅力度ともに高い資産は，宮島，お好み焼き，かき，もみじ饅頭，平和など限られている（関西圏においても同様）。 ○ 首都圏での認知度は低いが，魅力度が高い資産認知度は低いが，魅力度が高い資産認知度は低いが，魅力度が高い資産認知度は低いが，魅力度が高い資産（今後活用できそうな潜在力のある資産）としては，次のとおりである。  ① 尾道，竹原，御手洗，鞆の浦などの海のある歴史的な町並み海のある歴史的な町並み海のある歴史的な町並み海のある歴史的な町並み  ② 多島美，サイクリングの聖地（しまなみ海道），瀬戸内の魚介類，海産物，柑橘類，因島などの瀬戸内らしい資産瀬戸内らしい資産瀬戸内らしい資産瀬戸内らしい資産 ○ 広島の食について，お好み焼き，もみじ饅頭，かきなど，個別の強い資産に対する評価は高い。 ○ 地域においては評価されているにも関わらず，首都圏での認知度・魅力度ともに高くない資産については，情報発信や魅力の伝え方に課題があると考えられる。  
広島県居住者 戦後復興と平和路面電車の走る街旧海軍の要衝呉・江田島坂のまち尾道

世界遺産宮島
安芸の小京都竹原 古からの交易都市鞆の浦江戸時代の港町御手洗・木江 花と果実の世羅高原 毛利元就と広島城

瀬戸内海の多島美
今に残るものづくりの文化（広島発オンリーワン・ナンバーワンの地場産業）

平清盛が愛した広島
花田植と神楽 トップスポーツチームの宝庫

中国地方唯一のプロ交響楽団広島交響楽団 ＧＷを彩る広島の祭りフラワーフェスティバル地域の多彩な年中行事
山と渓谷の西中国山地

サイクリングの聖地手軽に楽しめる山遊び手軽に楽しめる海遊び 多彩な才能を育んだ地
広島カキ瀬戸内の新鮮な魚介類瀬戸内の海産物 日本一の瀬戸内広島レモン温暖な瀬戸内のかんきつ

酒どころ広島 広島の地ワイン
広島牛 広島の山の幸広島のフルーツ 広島のソウルフードお好み焼きもみじ饅頭ご当地ラーメン尾道ラーメン

備北のワニ料理世界が注目する熊野筆 マツダ車
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広島県居住者 戦後復興と平和路面電車の走る街旧海軍の要衝呉・江田島坂のまち尾道
世界遺産宮島

安芸の小京都竹原 古からの交易都市鞆の浦江戸時代の港町御手洗・木江 花と果実の世羅高原 毛利元就と広島城
瀬戸内海の多島美

今に残るものづくりの文化（広島発オンリーワン・ナンバーワンの地場産業）

平清盛が愛した広島
花田植と神楽 トップスポーツチームの宝庫

中国地方唯一のプロ交響楽団広島交響楽団 ＧＷを彩る広島の祭りフラワーフェスティバル地域の多彩な年中行事
山と渓谷の西中国山地

サイクリングの聖地手軽に楽しめる山遊び手軽に楽しめる海遊び 多彩な才能を育んだ地
広島カキ瀬戸内の新鮮な魚介類瀬戸内の海産物 日本一の瀬戸内広島レモン温暖な瀬戸内のかんきつ

酒どころ広島 広島の地ワイン
広島牛 広島の山の幸広島のフルーツ 広島のソウルフードお好み焼きもみじ饅頭ご当地ラーメン尾道ラーメン
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○ この調査は，「ひろしま」ブランドの価値向上に有益であると考えられる 40 程度の県内資産について，写真と説明書きを付して実施。 
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 （２）「ひろしま」ブランドを取り巻く現状と課題   ア 現状（調査結果まとめ） ○○○○    「ひろしま」のイメージ「ひろしま」のイメージ「ひろしま」のイメージ「ひろしま」のイメージの現状の現状の現状の現状としてとしてとしてとしてはははは，，，，確かに知名度はあるが，限定的確かに知名度はあるが，限定的確かに知名度はあるが，限定的確かに知名度はあるが，限定的であるであるであるである。。。。    ※宮島，原爆ドーム，お好み焼き，かき，もみじ饅頭など ○○○○    観光地，特産品，歴史観光地，特産品，歴史観光地，特産品，歴史観光地，特産品，歴史やややや文化，自然等，個々の資産文化，自然等，個々の資産文化，自然等，個々の資産文化，自然等，個々の資産は魅力的だが発信が分散され，そのは魅力的だが発信が分散され，そのは魅力的だが発信が分散され，そのは魅力的だが発信が分散され，その魅力を伝えきれていない魅力を伝えきれていない魅力を伝えきれていない魅力を伝えきれていない。。。。    ※個々の資産のブランド化の取組（※個々の資産のブランド化の取組（※個々の資産のブランド化の取組（※個々の資産のブランド化の取組（観光地のブランド化，果物，魚介類などの特産品を主としたモノのブランド化など）    イ 本県が多くの人々に「選ばれる」地域になるための課題 ○ 伝えたい「ひろしま」の「ひろしま」の「ひろしま」の「ひろしま」の目指す目指す目指す目指すイメージイメージイメージイメージは何か ○ そのイメージを伝えるために，個々の資産の価値向上の取組に加え，そのイメージを伝えるために，個々の資産の価値向上の取組に加え，そのイメージを伝えるために，個々の資産の価値向上の取組に加え，そのイメージを伝えるために，個々の資産の価値向上の取組に加え，それらを，全体としていかに「統一感」「統一感」「統一感」「統一感」をもって推進していくのか       ↓ 「ひろしま」ブランドの体系化が必要   ３ 「ひろしま」ブランドが目指す姿について （１）「ひろしま」ブランドの体系   ア 体系  ブランドの体系は，「ブランド・ステートメント」「コンセプト」「地域資産カテゴリー」「地域資産」の４層構造である。「地域資産（個々の資産）」をカテゴリー化した上で，地域資産を関連付け，ストーリー化することで，コンセプトを抽出し，それらの総体として，「ひろしま」ブランドが目指す姿「ブランド・ステートメント」を作成する。   

ブランドを構成する有益な個々の資産個々の資産個々の資産個々の資産・かき，アナゴ・・・・嚴島神社，弥山・・・・御手洗，木江の町並み・・・
有益な地域資産を分野別に分類分野別に分類分野別に分類分野別に分類・瀬戸内の新鮮な魚介類・世界遺産 嚴島神社・江戸時代の港町
「ひろしま」ブランドが「ひろしま」ブランドが「ひろしま」ブランドが「ひろしま」ブランドが目指す姿を方向づける目指す姿を方向づける目指す姿を方向づける目指す姿を方向づける複数のテーマ複数のテーマ複数のテーマ複数のテーマ
「ひろしま」ブランドが「ひろしま」ブランドが「ひろしま」ブランドが「ひろしま」ブランドが目指す姿の全体像を表現目指す姿の全体像を表現目指す姿の全体像を表現目指す姿の全体像を表現したもの複数のコンセプトの総体を言葉化有益な地域資産を編集した上で，ストーリー化

ブランド・ステートメントブランド・ステートメントブランド・ステートメントブランド・ステートメントコンセプトコンセプトコンセプトコンセプト地域資産カテゴリー地域資産カテゴリー地域資産カテゴリー地域資産カテゴリー地域資産地域資産地域資産地域資産
ブランド・ステートブランド・ステートブランド・ステートブランド・ステートメントの検討メントの検討メントの検討メントの検討コンセプトの検討コンセプトの検討コンセプトの検討コンセプトの検討

目指す目指す目指す目指す地域イメージの検討地域イメージの検討地域イメージの検討地域イメージの検討
分散分散分散分散した地域資産の編集した地域資産の編集した地域資産の編集した地域資産の編集地域資産の抽出と地域資産の抽出と地域資産の抽出と地域資産の抽出と地域資産カテゴリー地域資産カテゴリー地域資産カテゴリー地域資産カテゴリーの分類の分類の分類の分類   
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 イ 用語の定義・考え方   （ア）ブランド・ステートメント ○ 各コンセプトが相互に連関し，「ひろしま」ブランドが目指す姿の全体像を表現したもの。 ○ 県全体の目指す方向性を示し，「ひろしま」ブランドの取組に関わる主体の行動指針となるもので，内部（インターナル）の共通理解を促進するための冊子や，ウェブ・サイトなどに記載される。    （イ）コンセプト ○ 県内の有益な地域資産を編集した上でストーリー化した，「ひろしま」ブランドが目指す姿を方向づける複数のテーマ。 ○ 「ひろしま」ブランドが目指す姿を実現するため，ひろしまの魅力やひろしまらしさを効果的に引き出し，個々の取組に統一感をもたせるツールとして活用するもの。コンセプト自体は積極的に露出されず，これに沿った具体的な取組が対外的に情報発信されていく。        ウ 体系化に向けたプロセス（作業工程） ○ 差別化され，優位性があり，地域全体の評価を高めることが期待できる地域資産を棚卸しした。 ○ 平成 24（2012）年度に行ったブランド調査の結果や，フィールド調査等から得られた市町・有識者等の意見を踏まえて，６つの「地域資産等から導かれる可能性」を整理した。 ○ これをもとに，４つのコンセプトを作成し，それらの総体を言葉化したものとして，ブランド・ステートメントをとりまとめた。     

    

「地域資産の棚卸し」の視点： ○差別化：「ひろしま」らしさ，「ひろしま」ならではのもの 〔主に県外から見た場合〕 ○優位性：全国的に高い評価を得ているもの，あるいは 今後得る可能性があるもの ○地域全体の評価を高めることが期待できるもの 
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背景・現状課題時代の兆候
・明治維新後，日清・日露戦争など大陸の脅威に対する戦略拠点となった「軍都」・原爆投下後に廃墟と化したが，めざましい復興を遂げた。・広島県は，被爆の実相や「平和」の大切さを伝えるための修学旅行先として認知されている。・人類史上初の被爆地として，「HIROSHIMA」の名は世界中に認知されている。・普遍的な平和への希求。今も続く国際紛争などの解決へ向けた意識づけの必要性・若者の社会的テーマに対する関心の高まり・インターネット技術の普及による，グローバルでのプレゼンテーションやビジョンの共有機会の増大広島県の課題社会的課題 ・首都圏など他エリア居住者は，「原爆ドーム」から「平和」を連想する場面が少ない。・県外の広島県出身者からは， 「HIROSHIMA」の世界で高い知名度を活かしきれていないという指摘がある。・原爆ドーム以外の被爆建物がほとんど活用できていない。

有益な地域資産等から導かれる「ひろしま」の可能性広島は，明治以降，日清戦争を契機として，臨時帝国議会が開かれるなど，主要な拠点の一つとしてにわかに重要性が高まり，とりわけ広島市は，広島県産業奨励館（現在の原爆ドーム）に象徴されるように，経済・文化の中心として，多くの人々が生活を営む活気に満ちた街でした。ところが， 昭和20（1945）年８月６日午前８時15分，人類史上初の原子爆弾が投下され，広島市は壊滅し，廃墟と化しました。原爆投下後は，「75年間，草木も生えない」と言われましたが，将来の希望に向けたひろしまの人々のたゆまぬ努力，国内外の多くの人々のあたたかい支援などもあり，現在では，緑があふれる魅力的な地域へと，めざましい復興を遂げました。現在，広島市では，毎年，平和記念式典が行われ，街の中心には広島平和記念公園や広島平和記念資料館，そして平和大通り周辺ではゴールデンウィーク時期に広島と世界を結ぶ平和と花の祭典としてフラワーフェスティバルが開催されています。また，被爆の惨状を知る建物や樹木は，今もなお各所に残されており，原爆のほかにも戦災を体験した県内では平和教育が行なわれ，旧海軍施設が現存する呉市や江田島市などには，平和の大切さ，尊さを，学び，そして考えることができる空間もあるなど，ひろしまの人々には「平和の想い」が身近にあるのです。こうした想いは，世界中の多くの人々から共感され，ひろしまは「必ず訪れるべき場所」として，世界中から多くの人々が集います。また世界のミュージシャンが広島でライブを行いたいといった要望もあり，ミュージシャンなどのアーティスト達が表現する舞台としての可能性も秘めています。「平和」とは，人類共通の普遍的な価値であり，世界中のどの国の誰もが，その実現を願うものです。そうした世界的なイメージである「平和＝ひろしま」を更に活かすことで，ひろしまの更なる発展の可能性が秘められています。

エ 有益な地域資産等から導かれる「ひろしま」の可能性 （ア） 自然と都市が融合した暮らし 

 （イ） 世界的な平和の発信地 

  

課題
時代の兆候

・瀬戸内海の気候は温暖で自然災害が少なく，多島美という特有の美しい景色が見られる。・県内山間部には，豊かな自然，伝統文化が息づいている。・広島市では，良質なスポーツ・文化・芸術や，ショッピング，食，娯楽など生活を刺激する都市機能の恩恵を享受できる。・広島市や福山市などの都市部から車で１時間程度で，山遊びや海遊びが手軽に楽しめる。・広島市以外の県内市町や沿岸部，島々には昔ながらの街並みや古民家を残す場所が多く残っている。・広島県は「温暖な気候」や「豊かな自然」，「充実した都市機能」など，「住みやすさ」に繋がるような多くの資産を有しながらも，県内・県外居住者ともに「広島県＝住みやすい」という連想につながっていない。・首都圏・関西圏の居住者から評価されている個別の資産を，「行ってみたい」，「住んでみたい」という意向に結び付けていくようなストーリー性を持った情報発信が不十分・流出人口が流入人口を上回る状態（社会減）が長く続いており，広島県からの人材流出に歯止めをかける必要がある。・東京・大阪など大都市圏への人口や都市機能の集中化・大都市圏におけるストレスが多く，自然から離れて，時間・場所の制約された画一的な生活・若者の就職難・ネットを活用した働き方の可能性の増加・自然志向や農業志向の高まりによる，都市部を離れて働く人の増加，もしくは比較的場所に囚われない，本業と農業を両立させる暮らし方の増加・古いものや伝統を大切にしたり，再活用し，新しい価値を作る若者の増加
広島県の課題社会的課題

有益な地域資産等から導かれる「ひろしま」の可能性

背景・現状

ひろしまは，中国山地などの豊かな自然を源として瀬戸内海に注ぐ川や，生命力に満ちた木々の緑あふれる個性豊かな都市があり，ヒスイ色に輝く瀬戸内の海やなだらかな山々のすぐ身近にひろしまの人々の暮らしがあります。さらに，自然災害も少なく，温暖なこの地では，自然と融合した心豊かな暮らしが満喫できるのです。穏やかな海を眺めながら，古民家での暮らしを楽しもうと，都会からやってくる若者も増えつつあります。ショッピングや食，娯楽も手軽に楽しめるまちのあちこちでは，多くの人々が，広島東洋カープやサンフレッチェ広島をはじめとしたトップスポーツチームのひいきの選手や有名人・著名人，行きつけのお好み焼き店の自慢など，愛すべき，寄り添うべき身近な存在を肴に，とりとめのないおしゃべりに興じています。また，自然の中で四季折々に様々なアクティビティが享受できます。美しい海や島々を眺めながら，空を飛ぶように自転車を走らせることができる，世界に誇るべき“サイクリングの聖地”「瀬戸内しまなみ海道」，クルージング，シーカヤックなど，山々では，スキー，トレッキング，森林セラピー，一面にひろがる花畑など，メニューはバラエティに富んでいます。こうした，自然と都市が程良く融合した暮らしは，今後ますます志向される「スローライフ（地域独自の自然，風土，歴史，文化，食などを持続性の側面から見つめ，心の充実や精神的な豊かさを感じる生き方）」を実現していく可能性を秘めていると考えられます。
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（ウ） 海と山の恵みがもたらす多彩な食材 
時代の兆候

・瀬戸内海独特の潮流によって育まれる豊かな海の幸や，温暖な気候で育ったレモン，みかん，はっさく等の多様な柑橘類・豊かな山間部に実る様々な山里の幸・良質な水を活かした西条などでの日本酒づくりや，三次や世羅などの評価の高い国産ワイン・戦後に発展したお好み焼きなどの独自の食文化・東京，関西，北海道に続く「ミシュランガイド広島2013特別版」の出版・産地や消費期限等の偽装問題といった，消費者の信頼を損なう事案の発生・先進国を中心とした生活習慣病の拡がり・食を目的とした観光客の増加・地産地消意識の高まり・都心部での直売所やファーマーズマーケットの増加
広島県の課題社会的課題 ・県内居住者，県外居住者ともに，広島に対する「おいしい」という価値の連想が希薄・お好み焼き，かき，もみじ饅頭以外の個々の食資産の認知度が低く，ストーリー立てた魅力の情報発信が不十分・特色ある料理や調理法の印象が希薄。また，魚介類など魅力ある食材の活用が不十分・魅力ある食を提供する，優秀な料理人が広島に集う仕組みの構築が必要

有益な地域資産等から導かれる「ひろしま」の可能性
背景・現状課題
中国山地からもたらされる豊かな水や風土が育んだ山里の幸。また，この山から豊富なミネラルを含んだ良質な水が瀬戸内海に注ぎ込み，変化に富んだ潮流で育まれた滋味あふれる海の幸や，温暖な瀬戸内の気候で，太陽をいっぱいに浴びて育った栄養たっぷりの柑橘類など，ひろしまは，世界中の多くの食通をうならせる食材の宝庫なのです。とれたての新鮮で良質な食材を，こだわりをもって料理し，提供する店も多く，ミシュランガイドで取り上げられたことにも象徴されるように，ひろしまの食の魅力は世界的にも高く評価されています。その代表は，広島かき，アナゴ，小イワシ，蛸など，味わい深い瀬戸内の海の幸。また，沿岸部・島嶼部では，日本一の生産量を誇り，果肉(果汁)より栄養素を多く含む皮まで安心して食べられる「瀬戸内広島レモン」をはじめとした柑橘類が栽培されており，お菓子などの加工品としても，幅広く活用されています。また，四季折々の多種多様な野菜やフルーツ，最高級の肉質の広島牛，霜降り豚など，こだわりの山里の幸を楽しむことができます。さらに，灘，伏見と並ぶ三大銘醸地として名をはせる広島の酒は，瀬戸内の魚介類などとの相性も良く，味わいもさまざまです。中国山地の花崗岩の岩間からしみ出す清澄な水で仕込まれた芳醇なライスワインとして海外で高い評価を得ているものも数多くあります。最近では，特産の地ワインも評価を高めており，ひろしまの食材の魅力をさらに引き立てます。このように，特定の食材のブランド化はもちろん，バラエティに富んだ食材を活かした独自の食文化を世界に向けてつくりだす可能性を秘めていると考えられます。   （エ） イノベーティブな人材と産業集積 背景・現状課題時代の兆候

・「たたら製鉄」を起源とする技術的集積から生まれた造船業や自動車産業・独創的な製品の開発や進取の気風があふれる地元オリジナルの企業・産業を保有している地域・広島大学など西日本有数の教育拠点として求心力を持つ地域・広島市という大きなマーケットと市場の独立性と地元びいきな気質により地元企業が成長してきた。・地域拠点（広島市・岡山市）から離れているため，危機感と独立感が醸成され，マーケットを求めて他地域へ積極的に進出した県東部地域の企業・人口減少，少子高齢化の進展・新興国の台頭，競争激化・資源，エネルギー，環境問題の深刻化・社会的な課題を解決する「社会起業家（ソーシャルアントレプレナー）」への注目度の向上・インターネットを基盤としたビジネス，コミュニケーションの発展・環境低負荷型の技術等に対する高い評価広島県の課題社会的課題 ・マツダなど多くの有名企業が広島発であることが県外ではあまり知られていない。・ものづくり産業をはじめ，地域におけるイノベーション，高付加価値化が求められている。・特定産業に依存しない産業構造への転換が必要である。・下駄や備後絣など，昔から続く多くの伝統産業が存続の危機にある。
有益な地域資産等から導かれる「ひろしま」の可能性ひろしまには，江戸時代末期まで，県北の豊富な森林資源を燃料とした「たたら製鉄」をはじめ，製材などの地場産業があり,鉄生産や鉄加工といった伝統的な産業の技術的集積が，現在の鉄鋼，造船や自動車，さらに繊維や木工，食品加工などの産業に脈々と息づいており，日本でも屈指のものづくり県の土台となっています。明治期には，軍需産業の発展とともに，日本国中から優秀な技術者等が集まり，西日本有数の教育拠点として求心力を持っていたことも相まって，この時代に産業の裾野が拡大しました。第二次世界大戦により，大きな被害を被りましたが，戦後のめざましい復興により，造船，機械等の生産拠点として息を吹き返し，重化学工業を中心とした製造業が大きく発展しました。また，県西部では，大規模な市場に支えられつつ，マツダなどに牽引され，東部では，逆に地域拠点から離れているがゆえに，市場開拓の必要性から積極的な業務展開を図ることにより，独創的な製品の開発や進取の気風あふれ，世界的に活躍する企業も多数登場しました。こうした奇跡的な復興が実現した背景には，優れた人材が高度な技術を伝承しながら，次の時代のニーズに対応していくことで，様々な産業が比較的狭いエリアで集積し，その独特な産業集積によって多様な産業が生まれていったと考えられています。さらに，熊野筆に代表されるように，新たなニーズを踏まえて，伝統的な製造技術を活かした製品展開により，時流を捉え新たな活路を見いだしている産業もあります。こうした先端技術やイノベーションを生み出す産業集積と人材の集積こそが，次の時代の産業を創造する可能性を秘めていると考えられます。  
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（オ） 古代からの重層的な歴史 課題時代の兆候
・嚴島神社，原爆ドームという二つの世界遺産がある。・瀬戸内海の交通の要衝として潮待ちで栄えた港町が多い。・軍都として呉，江田島などが発展。旧海軍兵学校など当時の名残がある。・戦後復興の象徴としての市民球団広島東洋カープとお好み焼きの存在・古い物を保存，活用していく必要性・歴史的事件や事実への認知・理解を若い世代に継承していく必要性・古いものの価値の再認識（歴女など）・ローカルなものの価値の再認識（ご当地グルメ，ローカル情報紹介番組など）・地元愛を表現する意識の高まり（自費出版や音楽活動など）・首都圏など他エリア居住者には，来訪意向が非常に強い「宮島」と「ひろしま」が結び付いていない など，広島県の歴史についてストーリー性をもった統一的なイメージを共有する必要がある。社会的課題広島県の課題

有益な地域資産等から導かれる「ひろしま」の可能性
背景・現状
ひろしまは，万葉の時代から瀬戸内海の交通の要衝で，畿内と中国大陸や朝鮮半島を繋ぐ人的・物的交流の拠点として，いくつもの港町が栄え，海・島・沿岸部にわたって歴史の重みを感じさせる街並みや情景が数多く存在し，独特な文化を培ってきました。また，山間部などでは，ユネスコの無形文化遺産に登録された壬生の花田植や，神楽など，神々に五穀豊穣を祈り，そして，自然の恵みに感謝するための数多くの伝統行事・農耕儀礼が，今もなお大切に受け継がれています。また，江戸時代には内海航路沿いの最大都市としてにぎわいをみせた城下町「広島」は，その後，軍都として発展し，被爆から復興，そして現在では世界中に平和を発信する地へと歴史を刻んでいます。〔〔〔〔「瀬戸内海の交通の要衝等」の歴史「瀬戸内海の交通の要衝等」の歴史「瀬戸内海の交通の要衝等」の歴史「瀬戸内海の交通の要衝等」の歴史〕〕〕〕1400年を超える歴史を有する世界遺産の嚴島神社を擁する宮島は，「日本三景」の一つであり，瀬戸内海の海上交通の発達を促進し，日宋貿易を盛んに行った平清盛ゆかりの地です。海上にそびえたつ朱塗りの大鳥居が印象的なこの島は，美しい海に浮かぶ世界遺産として，フランス西海岸のモン・サン＝ミシェルとともに，世界で最も人気のある場所のひとつです。また，朝鮮通信使が立ち寄った下蒲刈の三之瀬（呉市），鞆の浦（福山市），江戸時代に塩の積み出し港として栄えた竹原，潮待ち・風待ちの港町であった御手洗（呉市）などには風情ある街並みが保存されており，特に鞆の浦には，常夜燈や雁木など江戸期のままの港町の姿が国内で唯一現存しています。古くから瀬戸内海の道の要衝として栄えた尾道は，日本海側や四国を結ぶ交通の大動脈が交差する「瀬戸内の十字路」として，その存在感が高まっています。〔〔〔〔近代の歴史近代の歴史近代の歴史近代の歴史〕〕〕〕広島城を築城した毛利輝元に名付けられた城下町「広島」は，明治に入ると，入り組んだ湾等複雑な地理的特徴などから，軍事拠点としての重要性を高め，急速にその姿を変えていきました。日清戦争時には，広島城本丸に大本営が置かれ，臨時帝国議会が開催されるなど，陸海軍の施設が集中する軍都として発展し，陸軍被服支廠（広島市）や海軍兵学校（江田島市），海軍工廠（呉市）などには，全国から優秀な人材が集まりました。第二次世界大戦以前の広島市は経済・文化の中心であり，チェコ人の建築家ヤン・レツルが設計した広島県産業奨励館（現在の原爆ドーム）では県内製品の展示販売，美術展などが行われるなど，多くの人が生活を営む活気にあふれたまちでもありました。〔〔〔〔「被爆と復興」の歴史「被爆と復興」の歴史「被爆と復興」の歴史「被爆と復興」の歴史〕〕〕〕その後の原爆投下で廃墟と化しましたが，めざましい復興を遂げ，今や世界中から多くの人が訪れる緑豊かな「水の都」です。戦後の食糧不足期に生まれた広島のソウルフードであるお好み焼きや，戦後の復興途上にあった人々に大きな勇気を与えた市民球団，広島東洋カープ，まちのシンボルでもある路面電車は，今もなお，復興の歴史を語る上で重要な役割を果たしています。

   （カ） 受け継がれるチャレンジ精神 
課題時代の兆候広島県の課題有益な地域資産等から導かれる「ひろしま」の可能性

背景・現状
ひろしまの県民性として，「新しい環境へのチャレンジ精神」が挙げられます。かつては明治時代にハワイやアメリカ本土，南米などに移民として出かけていった歴史があり，またマツダ，カルビー，青山商事，福山通運，大創産業など，起業家精神に富んだ国内外で成長を遂げた企業も多く存在します。またスポーツや芸能においても，広島東洋カープやサンフレッチェ広島など，ひろしまで一流選手として成長し活躍する選手も多く，ひろしま出身で成功したミュージシャンも多くいます。ひろしまに受け継がれるチャレンジ精神は，戦後における奇跡の復興と重なるところがあり，この気質はひろしまブランドを発展させていくうえで重要な資産になると考えられます。

・起業家精神（広島発祥の有名企業：マツダ，カルビー，青山商事，福山通運，大創産業など）・明治時代にハワイやアメリカ本土，南米などに移民として移住した歴史がある。・戦後，奇跡的な復興を遂げており，ゼロから立ち上がってきたという強い精神性がある。・ミュージシャンやスポーツ選手など，ひろしま出身の成功者が多い。・無名のスポーツ選手を育て上げて一流にしていくプロセスへの共感が強い。・「熱しやすく冷めやすい」や「冷めている（クールな）一面」もある。・今の時代は大きな変革が求められており，県民性である「チャレンジ精神」の高揚が，次の新しいひろしまへの原動力になっていくと考えられる。
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（２）コンセプト   ア コンセプト化の考え方 ○ 有益な地域資産等から導かれる「ひろしま」の６つの可能性のうち，「古代からの重層的な歴史」及び「受け継がれるチャレンジ精神」は，「ひろしま」ブランドが目指す姿を方向づけるテーマというよりもむしろ「ひろしま」らしさの根底にあるものであり，全体としては３層構造をとっていると考えられる。 ○ ６つの可能性は，以下のようなストーリー化の視点によって編集されることで，多様な体験価値を提供する４つのコンセプトが導き出される。  
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  イ 自然と都市が融合した暮らし   （ア）コンセプト                       （イ）コンセプトによって提供される体験価値 ○ 自己実現価値（刺激，感性，贅沢な気分，ステータス，創造性，人生観の転換など） ○ ゆとり価値（ゆとりのある生活，老後の安心感，ストレスの少なさなど） ○ 感覚情緒価値（神秘的な気分，日常からの解放など）    （ウ）コンセプトに結び付いた地域資産 瀬戸内海の多島美 サイクリングの聖地 手軽に楽しめる海遊び 新しい内海の楽しみ方 世界遺産 嚴島神社 平清盛が愛した広島 水軍 江戸時代の港町 御手洗・木江 古からの交易都市 鞆の浦 坂のまち 尾道 安芸の小京都 竹原 滝と渓谷の中国山地 毛利元就と広島城 手軽に楽しめる山遊び 花と果実の世羅高原 花田植と神楽 武将茶人上田宗箇が作庭した縮景園 都心の川と緑 路面電車の走る街 中国四国地方唯一のプロ交響楽団 古い建物のリノベーション 広島の建築 地域の多彩な年中行事 生物の多様性 都市と自然の近接性 温暖で災害が少なく暮らしやすい 何でもある，オールマイティ 多彩な才能を育んだ地 トップスポーツチームの宝庫       

 ひろしまは，多彩な機能を持つ 100 万都市を有しながら，ヒスイ色にきらめく瀬戸内の海や美しい島々，優しくなだらかな山々など豊かな自然が身近にあり，四季折々にバラエティに富んだアクティビティも楽しめる，自然と都市が融合した地域です。  また，ひろしまは，古代からの重層的な歴史を物語る，世界的に魅力ある資産を多数有しています。万葉の昔から海外に開かれた瀬戸内の交通の要衝として発展し，かつて海洋国家構築を目指し，日宋貿易を本格化させるなど，起業家精神を発揮し，新たな瀬戸内航路を開拓した平清盛の活動拠点であった嚴島神社や，毛利氏による中国地方制覇の足がかりとなる古戦場のある宮島。中国・朝鮮半島との貿易や北前船などの海上物流によって発達した中世の港町としての面影が，風情ある古い街並みとして数多く現存する御手洗，尾道，鞆の浦，山間部を中心とした農耕文化を象徴する花田植や神楽など，枚挙に暇がありません。さらには，明治以降，ハワイやアメリカ本土，南米などに，日本一多くの移民を送り出してきた県であったことなど，県民性として受け継がれる新しい環境へのチャレンジ精神とも結びつき，その時々の時代に応じて存在感を示してきた地域でもあります。   ひろしまは，こうした多種多様な資産を活かし，これからの世代が望む，自然と都市が融合した質が高くバランスの良い暮らしを満喫しながら，自己実現に向け日本にとどまらず世界にも挑戦していくといった，「ひろしま」型のライフスタイルの実現を支援することで，世界中から多くの人々を惹きつける豊かな地域となることを目指していきます。 
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  ウ 平和への希望が集う場所   （ア）コンセプト              （イ）コンセプトによって提供される体験価値 ○ 関係絆価値（人とのふれあい，連帯感，価値観への共鳴など） ○ 自己実現価値（刺激，知的な気分，知識や視野の広がり，創造性など）    （ウ）コンセプトに結び付いた地域資産 世界から見た広島 未来の平和活動について GW を彩る広島の祭り フラワーフェスティバル 路面電車の走る街 広島の建築 旧海軍の要衝 呉・江田島 福山ばら祭                      

 ひろしまでは，日々の暮らしにおいて，平和の大切さ，尊さを学び，考えています。また，この地は，ひろしまの人々のチャレンジ精神に支えられた復興への確信と未来への希望に満ちた絶え間ない努力で，緑あふれる魅力的な地域へとめざましい発展を遂げ，国，地域等を問わず世界中から多種多様な人々が訪れています。   ひろしまという存在が有する強い発信力・求心力を将来に活かすため，世界中の誰もが，その実現を願う普遍的な価値である「平和」をテーマに，関連する空間や場などにおいて，様々な発信が行われることにより，平和への想いを，世界中の多くの人々と共有していくことを目指していきます。 
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  エ 内海と山々が織りなす食文化   （ア）コンセプト                  （イ）コンセプトによって提供される体験価値 ○ 自己実現価値（刺激，感性，贅沢な気分，創造性，人生観の転換など） ○ 感覚情緒価値（神秘的な気分，日常からの解放など）   （ウ）コンセプトに結び付いた地域資産 広島の山里の幸 広島のフルーツ 広島牛 備北のワニ料理 日本一の瀬戸内 広島レモン 温暖な瀬戸内のかんきつ 酒どころ広島 広島の地ワイン 広島かき  瀬戸内の変化に富んだ潮流によって育まれた魚介類 瀬戸内の海産物  瀬戸内ならではの多彩な調味料 広島の食材を活用した   魅力的なレストラン もみじ饅頭  ご当地ラーメン 尾道ラーメン 広島人のソウルフード お好み焼き              

 ひろしまは，瀬戸内の豊かな自然によって育まれた魚介類，柑橘類，果物，畜産物，日本酒やワイン，塩など良質な食材の宝庫です。自然と都市，生産者と消費者が近く，新鮮な食材そのものの風味を活かした料理を提供している店が多いのも特徴です。また，古くは江戸時代に朝鮮通信使を最高の料理でもてなしたことなど，多くの人々と食を通じての人的交流が育まれた土壌もあります。さらに，戦後の焼け野原から人々が立ち上がろうとする中で，「一銭洋食」をルーツとし生まれたソウルフード，お好み焼きもあります。   ひろしまの食材や歴史ある郷土料理，個性ある逸品を生む自然を守り，次世代に伝えていく視点を大切にしつつ，食材だけでなく，料理の魅力を引き立てる日本酒やワイン，ひろしまならではの雰囲気など名脇役を活かして，気軽に，かつ独創的に提供したり，住む人や世界中から訪れる人が豊かな食体験ができる場づくりなどを通じて，味わい深い食文化を築くことを目指していきます。 
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 オ 創造性あふれる次世代産業   （ア）コンセプト                  （イ）コンセプトによって提供される体験価値 ○ 関係絆価値（人とのふれあい，連帯感，価値観への共鳴など） ○ 自己実現価値（夢や目標の実現，創造性，知的な気分，知識や視野の拡がりなど）    （ウ）コンセプトに結び付いた地域資産 マツダなど広島発の企業 マツダ車 継承されるものづくり文化 世界が注目する熊野化粧筆 ※自動車にとどまらず，鉄鋼，造船，繊維，木工，食品加工，サービス業など 多様な産業集積がある。                 

 ひろしまには，江戸時代末期まで盛んだった「たたら製鉄」や，中世の海洋交通の発達により継承・発展してきた造船などの技術的集積を中心としたものづくりの土台があります。軍需産業の発展と共に日本中の優秀な人材や技術が集まり，高度な技術を伝承しながら時代のニーズに対応した多様な産業を集積したことが，戦後の奇跡的な復興の背景にあります。その独特の産業集積は，鉄鋼，造船，自動車，繊維，木工，食品加工，サービス業など様々な分野において，独創的なビジネスモデルや製品の開発などで世界的に活躍する企業を多数生み出しました。   これまでも独創的・先駆的なアイディアを次々に生み出してきたことなど，県民性として受け継がれるチャレンジ精神を原動力の一つとし，イノベーションを創出し続ける中で，それに惹きつけられるように多様な人材が世界中から集い，さらなる創造的な環境が醸成されます。そこで培われた発想力・開発力を活かし，次世代の発展に寄与する，これからの産業を創造することを目指していきます。 
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（３）ブランド・ステートメント（「ひろしま」ブランドが目指す姿の全体像を表現したもの）   ア ブランド・ステートメントの構造 

    イ 考え方 ひろしまは，多種多様な魅力ある資産に恵まれ，創造的な価値を生み出すことができる場所です。 そこには，多様な４つのコンセプトがあり，それらが人々の平和への想いを絆にして互いに連関していくことで，ひろしまらしいストーリーを紡ぎあげ，未来を見つめ，世界へ開かれたグローバルな地域になっていくことを目指します。    ウ ブランド・ステートメント（案）                

        ひろしまは、自然と都市がひろしまは、自然と都市がひろしまは、自然と都市がひろしまは、自然と都市が織りなす織りなす織りなす織りなす、多彩な魅力が心地よく調和したところです。、多彩な魅力が心地よく調和したところです。、多彩な魅力が心地よく調和したところです。、多彩な魅力が心地よく調和したところです。        ヒスイヒスイヒスイヒスイ色の穏やかな内海色の穏やかな内海色の穏やかな内海色の穏やかな内海と島々と島々と島々と島々、、、、新緑や白銀に輝く新緑や白銀に輝く新緑や白銀に輝く新緑や白銀に輝く山々。山々。山々。山々。        身近な自然が、人々の暮らしをやさしく包んでいます。身近な自然が、人々の暮らしをやさしく包んでいます。身近な自然が、人々の暮らしをやさしく包んでいます。身近な自然が、人々の暮らしをやさしく包んでいます。            四季のうつろ四季のうつろ四季のうつろ四季のうつろいの中で、歴史や伝統、文化、豊かな食が育まれます。いの中で、歴史や伝統、文化、豊かな食が育まれます。いの中で、歴史や伝統、文化、豊かな食が育まれます。いの中で、歴史や伝統、文化、豊かな食が育まれます。        また、開放的な雰囲気の中に、未来を切り開く産業が広がっています。また、開放的な雰囲気の中に、未来を切り開く産業が広がっています。また、開放的な雰囲気の中に、未来を切り開く産業が広がっています。また、開放的な雰囲気の中に、未来を切り開く産業が広がっています。            わたしたちは、平和への想いを持ち、これらの魅力を、わたしたちは、平和への想いを持ち、これらの魅力を、わたしたちは、平和への想いを持ち、これらの魅力を、わたしたちは、平和への想いを持ち、これらの魅力を、        ひろしまに集う世界中の人々とともに、未来へ向かって発展させていきます。ひろしまに集う世界中の人々とともに、未来へ向かって発展させていきます。ひろしまに集う世界中の人々とともに、未来へ向かって発展させていきます。ひろしまに集う世界中の人々とともに、未来へ向かって発展させていきます。    
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 （４）「ひろしま」ブランドが目指すイメージ（未来予想図）   ア 今後目指すイメージ（連想マップ） ○ ブランド力が高いと思われる地域の連想を比較考慮すると，理想の連想マップとは，次の条件を満たすものであると考えられる。     ○ 今後目指すイメージは，下記の連想マップにあるようなコンセプト別にまとまったグループをつくり，お互いが強く連関してステートメントが表す内容に近い文脈（ストーリー）を形成することである。    【理想の連想マップ】                  

 

 ・自然と都市の融合したイメージが中心 ・豊かで質が高く，バランスの良い暮らし ・心地よく，ゆとりのある雰囲気 

 ・内海と山々の豊かな食のイメージが中心 ・ひろしまの多彩な食材 ・ひろしまならではの食体験 

 ・次世代の発展に寄与する産業が中心 ・イノベーション創出，世界中の多様な人材 ・チャレンジ精神や先駆性，伝統など 

 
カープやサンフレッチェ， 広島交響楽団，お好み焼きなど， ひろしまを代表する 愛される資産 ・ひろしまの重層的な歴史や伝統，文化 ・平和への想い ・世界に開かれたグローバルなイメージ 

① 個々の連想ネットワークに，文脈（ストーリー）がある。 ② 個々の連想ネットワークが，ポジティブな文脈（ストーリー）を展開している。 ③ 多様な（複数の）連想ネットワークが展開されている。 
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  イ 参考事例（理想的であると思われる連想マップ） 
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４ 「ひろしま」ブランドの価値向上の取組について （１）取組の概要 ア 基本的な考え方 ○ コンセプト等を踏まえて，「地域全体のイメージアップ」と「個々の有益な地域資産の価値向上」という２つの大きな括りで施策を展開し，全体として「統一感」のある取組を進めていく。 ○ 「ひろしま」ブランドの価値向上とは，ブランドの源泉である有益な地域資産そのものが地域内外の人々に対して提供する価値（意味・意義・便益）やイメージを高めることを通じて，「ひろしま」の地域イメージを高めること，あるいは良いイメージを持ってもらうことにより，さらなる付加価値を提供できるようになることである。  

   イ 推進体制 ○ 県をはじめ，市町，個々の有益な地域資産に関わる主体，県民等との間で，目的・取組の方向性を共有化するとともに，価値向上に向けて，それぞれの主体的な取組を促進する。  ウ 進め方 （ア）共通理解の促進 ○ 庁内や県内外の「ひろしま」ブランドに関わる主体との間で，目的・取組の方向性について共通理解を促進することとし，コンセプト・ブックによる機運醸成を進めるとともに，「ひろしま」ブランドとしての統一感を共創する。    ○ コンセプト・ブックは，ブランドの位置づけや目的，ステートメントやコンセプトの背景となる分析や考え方等を記述したもので，共通理解を促進するためのツールとして活用する。 
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（イ）共創の仕組みづくり ○ 庁内関係部門や市町などの個々の主体が実施している取組について，ブランドの価値向上にとって効果的な取組へと誘引できるような制度や仕組みを検討する。 ○ 「ひろしま」ブランドの浸透を促進するため，既存の取組を発展させたり，新たな取組を組み合せるなど，ブランドに関わる主体を巻き込んだ共創型の「シンボル・プロジェクト」を検討し，具体化を図る。  エ 施策展開の考え方 ○ 地域ブランドの価値向上のためには長期的な取組が不可欠であることから，概ね 10 年程度のスパンで考える必要がある。 ○ 短期（1～2 年）を「共有・醸成」期，中期（3～5年）を「共創・拡散」期，長期（6～10 年）を「発展・確立」期とし，それぞれ取り組むことが想定される。 ○ 短期においては，購買・来訪意向を高めるような施策を中心とし，中期以降は，次第に交流促進，居住促進に資する施策を組み合わせながら展開することが望ましい。   （２）「ひろしま」ブランドの価値向上に向けた工程表について 
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 （３）ブランド・ステートメントによる地域のイメージアップ   ア 仕組み ○ ブランド・ステートメントを浸透させるために簡潔に表現したロゴ，スローガンを作成し，対外的な発信文書等において積極的に活用することを検討する。なお，ロゴ等については固定化せずに，社会環境や一般的な嗜好の変化などへの柔軟な対応が必要である。 ○ ビジュアル（見た目），文体，ウェブページデザインなど，コンテンツを構成する全ての要素に対して「トーン＆マナー（全体としての雰囲気や調子，世界観を定めることにより，デザインやメッセージなどの一貫性を保つための表現のスタイルや方法などのルール）」を適用してイメージを一定に保つ。       イ 情報発信の手法等 ○ 「ひろしま」ブランドに関する情報を効果的に認知してもらうため，国内外の多くの人々との間の情報接点（コンタクトポイント）を設けることとし，目的に応じて、適切なメディアや効果的な手法を活用していく。例えば，ウェブ・サイトやインターネット動画配信などのオウンドメディアや，公共空間，交通・屋外媒体，PRグッズ等を活用する。 ○ 共感した参画者自らの情報発信力を活用するために SNSなどのメディアを活用する。 ○ 話題化を狙うため，PR的露出を図るなどの工夫が必要である。      ウ その他 ○ シンボル・プロジェクトの具体化までは，庁内での施策立案や意思統一に注力し，施策を伴わないブランド・ステートメントの対外的な展開は最小限に留める。 ○ ブランド・ステートメントの公表についても，プロモーションの一部として展開する。   （４）コンセプトによる地域のイメージアップ及び地域資産の価値向上 ア 基本的な考え方 （ア）地域のイメージアップの進め方 ○ ひろしまの魅力やひろしまらしさ，目指す姿を方向づける４つのコンセプトに沿ったストーリーや世界観を，一貫性を持って国内外の人々に対して発信していくことを通じて，ひろしまの地域イメージを効果的に高めていく。 ○ その手法としては，文章や映像などによるプロモーションや，コンセプトを具現化するようなイベント・場づくりを行うほか，各コンセプトの内容をイメージしやすくするために，施策イメージを活用した情報発信も行う。 

○ オウンドメディアとは，自らのウェブ・サイト，広報誌やパンフレットなど，媒体費を外部へ支払って使用するものではないメディアのこと。 ○ SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）とは，人同士のつながりをインターネット上で構築するサービス。Facebook や Twitter など。 
 

○ ロゴは，ステートメントの考え方や訴求すべきイメージを視覚記号化したもの，スローガンは，それらを簡潔な文言で表現したものである。 
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 （イ）地域資産の価値向上の進め方 ○ 「ひろしま」ブランドの価値向上に向けた取組を進めるに当たっては，各コンセプトの作成段階で棚卸しした地域資産を対象とし，コンセプトを具現化するために個々の地域資産の価値向上に取り組む。 ○ 個々の地域資産に係るプロモーション等においても，コンセプトのストーリー等を関連付けて発信するなど，個別の取組の中で，ひろしまの地域イメージの向上という視点についても可能な限り留意する。   （ウ）「ひろしま」ブランドと個別の地域資産に係るブランド ○ 「瀬戸内ひろしま、宝しま」をブランドキーワードとする観光地「ひろしまブランド」構築に向けた取組や，レモンや牡蠣といった産品のブランド化などの，有益な地域資産の価値向上については，地域に訪れる人を増やす，地域の産品を売るといった，経済的拡大を主な目的とした個々の取組である。 ○ 一方，「ひろしま」ブランドは，地域全体のイメージの総体であり，地域のイメージアップという観点から，それぞれの個々の取組について，全体として統一感を持たせることができれば，個々のブランド化の取組との相乗効果により，地域の活性化や持続的な発展への好循環につながるものと考えている。いわば企業ブランドと個別の商品ブランドとの関係性に類似（p.23 参照）しているといえる。 ○ 個別の主体が地域資産の価値を高めていく中で，人々が実際に見る，食べるなどの体験を通じて，価値に結び付くことで，広島のモノを「買ってみたい」，広島に「行ってみたい」，さらには「交流してみたい」「住んでみたい」と，地域外の多くの人々の関心を惹き付け，選ばれるようになっていくと思われるが，当面は購買・誘客促進を図ることとし，中長期的に，交流や定住の促進につなげていきたいと考えている。       
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（参考）企業ブランドと地域ブランド １ 概要 企業ブランドとは，ある特定の企業の商品やサービスのブランドだけではなく，企業名そのものに係るブランドのこと。 地域ブランドとは，地域名そのもの，あるいは地域にある商品やサービスなどが，地域外の消費者からの評価を高めて，地域全体のイメージ向上と地域活性化等に結びつくブランドのこと。   ２ 共通点 （１）ブランドであること    企業ブランドと地域ブランドは，送り手と受け手（＝消費者）との間の信頼関係（＝受け手が期待するものを，送り手が常に提供し続けるという関係をいう。）の上に成立し，他とは差別的優位性を有する独自性が受け手側でイメージとなるもの（（（（＝「ブランド」）＝「ブランド」）＝「ブランド」）＝「ブランド」）であるという点で共通する。      （２）売れ続ける仕組みの構築に資すること 企業・地域ブランドは，ある企業や地域の統一されたイメージのもとで，強みのある商品を継続して提供し，消費者に企業や地域イメージを想起させることで，他の商品にも好影響を及ぼすという貢献・支援の関係（＝相乗効果）が生まれる。その結果，売れ続ける仕組みが生まれ，持続的な経済的発展が可能になる。                ３ 相違点 特定の営利目的の下に，経営者から従業員まで，商品開発から販売までが一連のものとして組織化された企業と異なり，地域には異なる目的を有する様々な主体が存在し，かつ，ブランド構築がその主体の持つ資産に依存しているため，対象エリアが広域的になればなるほど，主体間での調整が複雑になるとともに，他の地域と差別化されたブランドコンセプトを打ち出しにくくなる傾向がある。 したがって，地域ブランドの構築に当たっては，いかに強い発信力を有する「とがった」ブランド構築を行うかが重要となる一方で，行政の公平性の観点から，最大多数の地域資産が対象となるようなきめ細やかな打出しの戦略を作成・実践する必要がある。 

個別の製品やサービスだけでなく，企業名や地域名がブランドとなること 

※画像提供：信州・長野県観光協会 ※マツダ株式会社の利用合意を受けているので， 他への転載，転用を一切禁ずる。 
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  イ コンセプト別の取組   （ア）自然と都市が融合した暮らし 価値向上のための課題 取組方向 都市と自然が近接している地域資源を強みとして売り出していくコンセプト，イメージを整理した上で，認知度向上を図る必要がある。〔p.8(ｱ)参照〕 都市と自然が調和したひろしまだからこそできる，バランスの良いライフスタイルの魅力を発信していくとともに，都市と自然が近接している地域資源をより一層活かすために，市町と連携して，魅力ある地域環境の創出に取り組む。 集客力の高い観光資源の育成や県内周遊の促進を図るほか，観光地ひろしまの認知度を高めていく必要がある。〔p.8(ｱ)・10(ｵ)参照〕 地域の特色を生かした魅力ある観光地づくりや，「ひろしまブランド」や「瀬戸内ブランド」の確立に向けた観光情報発信の強化などにより，国内外からの観光客誘致に取り組む。          （イ）平和への希望が集う場所 価値向上のための課題 取組方向 ひろしまの持つ発信力を活用し，平和への想いを共有していく必要がある。〔p.8(ｲ)参照〕 地域に固有の伝統文化や世界共通の言語である音楽やアートなど様々な表現活動を通じて，情報発信に取り組む。 人類史上初の原子爆弾により壊滅し，国内外からの多くの支援を受け，その廃墟から復興を成し遂げた広島には，世界平和の実現に向けて果たすべき使命と役割がある。〔p.8(ｲ)参照〕 
核兵器のない平和な世界を実現するため，「核兵器廃絶への信念」と「復興への確信と未来への希望」という広島の 2つのシンボル性を生かして，核兵器廃絶に向けたメッセージの継続的発信や平和構築のための人材育成などに包括的に取り組む中で，各国政府関係者による広島訪問や平和に関する国際会議の誘致に取り組む。 ひろしまを訪れた人により深く平和の素晴らしさを体験してもらう必要がある。 〔p.8(ｲ)・10(ｵ)参照〕 広島平和記念資料館・原爆ドームを訪れた人々が，平和の想いを共感できる県内の他の資産等へと巡ることができるような仕組みづくりに取り組む。      

【施策イメージ】 
�  自然や歴史文化資産の保護や，それらと融合した暮らしや集客の場・仕組みづくり 
�  建築という視点からまちの魅力を発掘・再発見，さらには創造できるような仕組みづくり 
�  多様なアウトドア系アクティビティが楽しめる場づくり 
�  地域の自然，歴史，食文化等の体験，そこに暮らす人々との交流を楽しむ体験・滞在型旅行の推進 
�  古民家を拠点にした地域活性化のための活動を支援 
�  インターネット環境を最大限に活用したIT企業等に見られる新しいワークスタイルの普及促進を支援 
�  船や自転車などの人や自然にやさしい移動・交通環境づくり 

【施策イメージ】 
�  ひろしまを訪れた人が，より深く平和の素晴らしさを体験してもらうために，平和の尊さ，素晴らしさについて世界中の人々と共有体験できるようなしかけづくり 
�  世界から多くの人々が訪れ，平和に関する議論が活発に行われるような環境づくり 
�  県内に存在する被爆建物や，旧軍事施設を平和への想いを発信していく象徴的なスポットとして活用  
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 （ウ）内海と山々が織りなす食文化 価値向上のための課題 取組方向 一次産品そのものの差別化にとどまらず，食材の活用や組合せ，場づくりなどを通じて「ひろしま」らしさを引き出すことにより，食分野の活性化を図る必要がある。〔p.9(ｳ)参照〕 
○ かき，レモンに次ぐ，訴求力のある食材のブラッシュアップを進める。 ○ 地域外とのコラボレーションによりメニューや技術のレベルアップを図るとともに，今後のひろしまの食を担っていく人材育成を進める。 ○ ひろしまならではの食体験を楽しみに来てもらう価値のある食べ方や場を提供するとともに，おもてなしの向上を図る。           （エ）創造性あふれる次世代産業 価値向上のための課題 取組方向 地域発の産業イノベーション創出のため，危機意識・やる気，支援環境・連携ネットワーク，人材確保・育成，起業集積強化，知の拠点づくりを活性化する取組を強化し，魅力ある地域の基盤づくりを進める必要がある。 〔p.9(ｴ)・10(ｵ)(ｶ)参照〕 
産業イノベーションを通じて，魅力ある雇用の維持・創出や地域経済社会の成長を生み出す社会システムを構築する。〈産業イノベーションの好循環を形成する〉 ○ 地域産業を支える各主体がネットワークを構築し，危機意識や機運を共有するとともに，多様な事業展開・研究活動や次代を担う人材の確保･育成に向けた取組を進める。 ○ こうした取組を支える機能や資金供給機能を充実させるとともに，取組を根付かせる地域の機能・魅力の向上を図る。          

【施策イメージ】 
�  食材を生み出す自然の保全・継承のための仕組みづくり 
�  多彩な食材等のブランド化 
�  国内外の一流シェフや，若い才能あふれる料理人などによる交流の場づくり 
�  おしゃれで気軽に立ち寄れるひろしまの食材を提供する場づくり 
�  ひろしまの人々に愛されているご当地グルメの掘り起こしと普及 

【施策イメージ】 
�  製造業を強みとしながら，今後重要性が高まっていくと考えられる「医療」「環境」「福祉」などの分野に注力した独創性や専門性の高い産業を創造 
�  創業しやすい環境の整備や，国際的なビジネスパーソンとの交流によるグローバルな知見の共有化 
�  アイディアを活かして社会的な課題を解決する社会起業家の支援 
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５ ブランド評価の考え方について （１）評価の考え方  ブランド構築には，中長期的なスパンでの取組が必要であり，「短期的視点」での観測が可能な項目と，「中長期的視点」での観測が必要な項目とに切り分けた上で，最適なタイミングで評価する必要がある。          （２）評価指標・手法   ア プロジェクト認知（ロゴ・スローガン認知，施策認知，認知経路等）  「ひろしま」ブランドの価値向上に向けた取組内容やシンボルとなるものが，どれだけ認知・浸透しているかを測る指標を設定する。 ① コンセプトの認知 「ひろしまブランドについて次のことをご存知ですか？」 ② ロゴの認知 「次に掲げるひろしまブランドのロゴを見たことがありますか？」 ③ ブランド施策の認知 「次に掲げるひろしまブランドに関する施策の中でご存知のものをお知らせください。」 ④ ブランドの認知経路 「ひろしまブランドについて，次のどのメディア等でお知りになりましたか？」 ⑤ エンゲージメント指標〔ウェブ・サイト，ソーシャルメディア等における反応〕 ⑥ メディア露出度     イ 基本指標（来訪経験，来訪意向，滞在意向，資産認知等）  来訪促進を目的としたブランディングに係る基本的な指標を設定する。併せて，購買への影響も把握する。 ① 来訪経験 「ひろしまへ来たことがありますか？」 ② 来訪意向 「ひろしまを訪れてみたいですか？」 ③ 滞在意向 「ひろしまで生活したり，中長期間滞在してみたいですか？」 ④ 来訪意向都市 「ひろしまの都市のうち，どの都市に訪れてみたいですか？」 ⑤ ブランド資産認知 「ひろしまの場所やモノのうち，ご存知のものをお知らせください。」    

【短期的視点】 毎年実施するプロモーション施策などによって，調査結果に変化が比較的表れやすいと想定されるため，毎年調査する項目 ⇒ プロジェクト認知 【中長期的視点】 プロモーション施策以外の要因の影響も受ける地域全体のブランド評価のため，1 年程度の短期的なスパンでは調査結果に変化が表れにくいと想定される項目  ⇒ 基本指標，ブランド指標 

○ エンゲージメントとは，マーケティング用語で，商品，ブランド，番組/コンテンツなどに対する消費者の積極的な関与や行動のこと。代表的なものでは，Facebook の「いいね！」やシェアの数，Twitterのリツイートの数など，ソーシャルメディア上での指標を表すことが多い。 
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  ウ ブランド指標（ブランド連想，地域資産・体験価値等） ① ブランド連想 「ひろしまと聞いて，思い浮かぶことは何ですか？」 ② ブランド資産イメージ評価 「ひろしまはどのような所だと思いますか？」 ③ ブランド体験価値評価 「ひろしまで暮らして（訪れて）どのように思いましたか？」  （３）成果の検証 ○ 評価指標等に照らして，以下のような比較により成果を検証しながら，適宜，見直しや精緻化を図る。  ➢ 広島県単独での経年比較やターゲット比較  ➢ 広島県と同様に大都市圏に隣接しない魅力的な地域（福岡県、宮城県、石川県等）と比較 ○ また，必要に応じて，取組の内容や手法を変更するなど，ブランドのメンテナンス（改善・再構築）を行うことも考えられる。   


