
 

 

 

 

資 料 提 供     (平清盛) 

平成 24 年 10 月 23 日 

課 名  観 光 課  

担当者  山本，河野   

電 話  内線 3392   
ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ  082-513-3392  

資 料 提 供     (おしい!広島県) 

平成 24 年 10 月 23 日 

課 名  観 光 課  

担当者  金田，吉野   

電 話  内線 3398   
ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ  082-513-3398  

広島県観光 秋のキャンペーンの実施について 
 

１ 「平清盛 感謝フェア」について 

(1) 趣旨 

   大河ドラマ｢平清盛｣広島県推進協議会では，ドラマ放送を契機に，広島県の魅力を

発信し，本県のイメージアップ及び観光客の誘致促進に取り組んでいるところです。 

これに加えて，県民の皆様をはじめ関係事業者の皆様による取組により，「清盛ゆ

かりの広島」というイメージが全国に浸透していったことから，「清盛の広島」の機

運醸成等にご協力をいただいた皆様への感謝の気持ちとして，「平清盛 感謝フェア」

を開催してまいります。 

その第一弾として，１２月を中心に，県内市町の１７の公共的施設等で，「こども

料金無料の日キャンペーン」を実施します。 
 

(2) 「こども料金無料の日キャンペーン」について 

ア 対象施設 別紙１のとおり   

イ キャンペーンの期間 

   １２月の日曜･祝休日（計５日間）を基本とする。 

（ただし，一部施設については，１１月から先行実施） 

ウ 無料対象 

   中学生以下（料金区分に中学生を含む区分までを無料） 

（既にこども無料の施設については，記念品等をプレゼントします。） 

エ ドラマ館について 

    宮島「平清盛館」，「平清盛 音戸の瀬戸ドラマ館」については，このキャンペー

ンの一環として，１２月の１ヶ月間を対象に，入館された小･中･高校生に対して，

記念品をプレゼントします。 
 

 (3) 今後の取組について 

・「ひろしま清盛」公式サイト等の Web 媒体を活用した告知とＰＲ 

・キャンペーンの趣旨と参加施設一覧を記載したチラシを製作し配付 

・今後，市町との調整の結果，キャンペーンに参加することとなった施設があった場

合には，追加的に公表等を実施 

・１１月６日(火)～１９日(月)そごう広島店１０階において，「大河ドラマ「平清盛」

公式ツイッター企画『盛絵』展」の第二期展示を開催（改めて告知の予定） 

 

２ 熊本県と「おしい！広島県」とのコラボ企画 

熊本県と広島県は，互いに観光立県を目指し，九州新幹線全線開業を契機とした相互

交流の促進に取り組んでいるところです。 

「おしい！」をキーワードにブンカッキー（広島県庁キャラクター総選挙第１位）と

くまモン（全国ゆるキャラグランプリ第１位）のご当地ＰＲ対決を実施するなど，相互

の PR 活動を展開します。 

〔熊本編〕10 月 12 日（場所：熊本県庁）～ブンカッキーの勝利 

〔広島編〕10 月 26 日（場所：広島県庁）＜予定＞ 

※「おしい！広島県」秋のキャンペーンの実施状況については，別紙２のとおり。 



別 紙 １

市町名 対象施設 実施の期間 備考

廿日市市 宮島水族館 廿日市市宮島町10-3 0829-44-2010
12月の日曜･祝休日(５日
間）

12/30を除く

呉市

呉市海事歴史科学館「大和ミュージアム」 呉市宝町5-20 0823-25-3017
12月の日曜･祝休日(５日
間）

12/30を除く

グリーンピアせとうち「清盛海のみち展」 呉市安浦町三津口326-48 0823-84-6624
12月の日曜･祝休日(５日
間）

12/30を除く

尾道市 平山郁夫美術館 尾道市瀬戸田町沢200-2 0845-27-3800
12月の日曜･祝休日(５日
間）

12/30を除く

三原市 みはらし温泉入浴料 三原市須波ハイツ1-1-1 0848-69-1611 12/24,25 小学生以下無料

福山市 龍馬の隠れ部屋　桝屋清右衛門宅 福山市鞆町鞆422 084-982-3788 11,12月の2ヶ月間

府中市 河佐峡パークゴルフ場 府中市久佐町 0847-49-0448 11/11限定 大人･子ども･障害者１日料金無料（１ﾗｳﾝﾄﾞ限定)

三次市

奥田元宋･小由女美術館 三次市東酒屋町453-6 0824-65-0010 11,12月の2ヶ月間 中学生以下無料のため，ｵﾘｼﾞﾅﾙﾒﾓ帳をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ

君田温泉「森の泉」 三次市君田町泉吉田311-3 0824-53-7021 11/23

ｼﾞﾐｰ･ｶｰﾀｰｼﾋﾞｯｸｾﾝﾀｰ内ﾌﾟﾗﾈﾀﾘｳﾑ 三次市甲奴町本郷940 0847-67-3535 11/17,18

庄原市

帝釈峡博物展示施設　時悠館（じゆうかん） 庄原市東城町帝釈未渡1909 08477-6-0161 11/3～25の土日曜･祝日
既にこども無料の施設だが，清盛ﾐﾆのぼりをﾌﾟﾚ
ｾﾞﾝﾄとして配付

比和自然科学博物館 庄原市比和町比和1119-1 0824-85-3005 11/3～25の土日曜･祝日

安芸高田市 安芸高田市歴史民俗博物館 安芸高田市吉田町吉田278-1 0826-42-0070 11,12月の2ヶ月間

熊野町 筆の里工房 安芸郡熊野町中溝5-17-1 082-855-3010 11/3，4

安芸太田町

いこいの村ひろしま入浴料 山県郡安芸太田町深入山 0826-29-0011
11,12月の第１土日曜
（４日間）

グリーンスパつつが入浴料 山県郡安芸太田町中筒賀字才之峠280 0826-32-2880
11,12月の第１土日曜
（４日間）

大崎上島町 海と島の歴史資料館（大望月邸） 豊田郡大崎上島町東野2721-1 0846-67-3229 11/23～25
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あれから大河ドラマ主人公 “平清盛” に対する印象はいかに？ オリコン調べ

第 2 回　平清盛に関する意識調査
2011 年 12 月にオリコンが実施した「平清盛に関する調査」。今年の 1 月から NHK 大河ドラマ「平清盛」の放送がスタートしましたが、オンエア後から
“アンチヒーロー” として語られることの多かった「平清盛」。果たして人々の清盛に対するイメージは変化したのでしょうか。
オリコンでは今回、「平清盛」についてアフターリサーチを実施。　放送前と放送後の人々の意識変化、そして大河ドラマを観ている人々の「平清盛」
に対する意識調査を実施いたしました。

Q：平清盛がどのようなことを行ったか知っている？

放送前は 92.2％放送前は 92.2％

放送後放送後

93.5％93.5％が知っていると回答！が知っていると回答！

放送前の認知率と比較して、1.3% アップ！

また、代表的な歴史的人物である豊臣秀吉（95.7％）
坂本龍馬（95.5％）と並ぶ高い認知率を獲得している。

さらに・・・さらに・・・ 人物名 功績認知 ( 放送前 ) 功績認知 ( 放送後 )

平清盛 57.9%

81.4%

61.0％　↑61.0％　↑

その他の歴史的人物の功績認知は・・

豊臣秀吉

坂本龍馬

79.8% 　↓

79.8% 77.6% 　↓

平清盛を「好きな人物」と
答えた人は、
OA 前 3.2％ から

放送後　4.1％放送後　4.1％
と微増する結果が。

以前と比較して功績認知度、好きな人物においてポイントがアップしており、
「平清盛」に対する意識がポジティブに変化しているようだ！

■　「平清盛」にぴったりなイメージは？

たくましい（32.4％） 大胆な（39.5％）

大胆な（29.0％） たくましい（34.0％）

実力がある（23.2％） チャレンジングな（29.2％）

エネルギッシュな（19.2％） エネルギッシュな（23.8％）

大河ドラマを観ている人の反応は ...

■　平清盛の功績認知について ■　歴史上で好きな人物は

人物名 功績認知率

平清盛 平清盛
77.0％

+19.1 point

7.1％

+3.0％ point

NHK 大河ドラマ「平清盛」を観ている人に、どれだけイメージは変わったのかを調査しました。そこで !

調査概要

大河ドラマを

観ている人の

「平清盛」へのイメージは、

もっと変化している様子 !?

人物名

放送前 放送後No

1

2

3

4

傲慢な（18.4％） 独創的な（23.8％）5

清盛を選択した人

n=1400

n=690

Q：平清盛を知っている？

さらに！
さらに！

前回調査比 前回調査比

第 2 回平清盛に関する意識調査　◆調査期間：2012/8/17 ～ 8/29　◆調査地域：全国　◆調査対象：大河ドラマ視聴者　10 ～ 50 代男女　559 サンプル
（平清盛認知調査　男女 1400 サンプル）　◆調査手法：インターネット調査　◆調査機関：オリコン・モニターリサーチ　◆調査企画：オリコンＤＤ株式会社

放送後

93.5％が知っていると回答！

さらに・・・放送前は 92.2％

さらに！

放送後　4.1％

61.0％　↑

NHK 大河ドラマ『平清盛』を観ている人 559 名にアフターリサーチを実施 !!

Q：平清盛のイメージは？ Q：平清盛が行った業績で
　　　　　　　     評価できることは？

Q：ドラマによる平清盛のイメージの変化は？

イメージがよい理由は…
■家族を何よりも大切にする清盛はかっこいい。（20 代 / 女性）
■力強くて優しさも持ち合わせた人物（30 代 / 男性）
■グローバルな観点での改革を考えていたから（40 代 / 男性）

イメージがよくなった理由は…
■歴史をもっと知りたいと思った。（20 代 / 女性）
■傲慢なイメージがあったが、苦労人だとわかって変わった。（20 代 / 女性）
■学生時代の歴史では、遊びほうけているイメージだったが、
　　世の中を変えようと頑張った人というイメージになった。（40 代 / 女性）
■今まで知らない部分が多かった。（30 代 / 男性）
■歴史の教育では傲慢なイメージが強かったが、
　親族思いの熱い人間であることが分かった。（40 代 / 男性）

Q: 平清盛のゆかりの地（都道府県）といえば？

Q:　平清盛のゆかりのスポットは？
　　　　　Q:　そこには実際行ってみた？

広島県　54.4％（放送前 35.8％）0 10 20 30 40 50 60 70 80

嚴島神社
（広島）

69.2
40.3

34.2
16.5

20.6
4.7

14.3
5.4

12.5
3.4

六波羅蜜寺
（京都）

大輪田泊
（兵庫）

音戸の瀬戸
（広島）

清盛神社
（広島）

“アンチヒーロー” からのイメージの変化が見られた「平清盛」

前回調査での、“傲慢” “独裁者” などの悪人なイメージだった
平清盛だが、大河ドラマの放送がスタートし、それらのイメー
ジとはまた異なった清盛が見えている結果となった。
特に学生時代の歴史の教科書からの端的なイメージとは違い、
家族を思い、熱く時代を変えていく清盛像に感銘を受けた人も
多いようだ。 “アンチヒーロー” も、その背景や心情を理解され
たことで “ヒーロー” になりつつあるのかもしれない。
清盛が広島県にある厳島神社を造営した経緯を知り、実際に
訪れる人も見られた。ドラマも最終章。行動の裏側にある心情
を含めてドラマを観たり、実際にゆかりの地に足をのばしてみ
ることで、新たな清盛像を描いてみてはいかがだろうか。

良い良い
9.7%9.7%6.8%6.8%

45.3%45.3%
やや良いやや良い

よくないよくない

あまりよくないあまりよくない
38.3%38.3%

59％の人が “清盛ゆかりの地” を訪問したことがあると回答！

(%) １

２ 京都府　42.2％（放送前 47.0％）

３ 兵庫県　29.3％（放送前 20.0％）

嚴島神社のある広島を
“清盛ゆかりの地” と回答

実際に「嚴島神社」に行った感想は…

■あの社を平安時代に作ったとはすごいなと思った。
　　世界遺産にもなっているのでこれは
　　　　　　　　　　　　清盛の功績だと思う（20 代 / 女性）
■赤の鳥居が印象的。
　　　すでに何回も行っていて飽きがきません（30 第 / 男性）
■こんなにも美しい風景があったのかと、思わず涙が溢れました。
　　海の色と神社の赤が忘れられません。（40 代 / 女性）
■雅できれいなつくりであった。
　　その当時すごい感性で作られたのだと感じた。（40 代 / 男性）

嚴島神社を作ったことは
評価が高い !!

嚴島神社の造営　51.9％１

２ 宋（中国）との交易　42.9％

３ 平家一門の棟梁としての活躍　37.7％

12.0%12.0%

3.8%3.8%
とても良くなったとても良くなった

とても悪くなったとても悪くなった

39.0%39.0%
やや良くなったやや良くなった

36.3%36.3%
変わらない変わらない

8.9%8.9%
やや悪くなったやや悪くなった

良い
9.7%6.8%

45.3%
やや良い

よくない

あまりよくない
38.3%

12.0%

3.8%

とても良くなった

とても悪くなった

39.0%
やや良くなった

36.3%
変わらない

8.9%
やや悪くなった

「今後行ってみたい
スポット」も 48.9％と、
嚴島神社がダントツ！

ゆかりの地は？

実際行ってみたのは？

「イメージがよい」と
答えた人は

放送前と比較して
5.1％アップ ドラマを観て半数以上が

「イメージが良くなった」
と回答！

(n=559)



別紙２

広島県観光キャンペーン「おしい！広島県」 

秋のキャンペーンの実施状況 

 
１ 市町及び地元企業とのコラボ企画 

 （１）市町 

「おしい！」大型ポスター等の掲示 

市町名 掲示場所 
サイズ 

（縦×横） 
内容 

広島市 本通り金座街 3.6ｍ×5.0ｍ 大型ポスター 

福山市 ＪＲ福山駅前 2.0ｍ×3.6ｍ 大型看板 

尾道市 中央商店街 3.0ｍ×3.0ｍ 大型ポスター 

三原市 ＪＲ糸崎駅付近 9.0ｍ×9.0ｍ セメント会社の設備塔にペイント 

竹原市 道の駅「たけはら」 2.3ｍ×2.4ｍ 大型ポスター 

三次市 三次ワイナリー 1.8ｍ×2.4ｍ 大型ポスター 

安芸太田町 道の駅「来夢とごうち」 3.5ｍ×5.0ｍ 大型ポスター 

※ 尾道市及び三原市以外は設置済。 

 

（２） 地元企業 

○「全力歓迎課！」の 30 秒ＣＭを放映 

企業名 放映場所 備考 

エディオン 広島本店 店外大型ビジョン 

サンフレッチェ広島 広島ビッグアーチ ゲーム開催時，大型

ビジョン 

広島銀行 167 店舗 店舗内ビジョン 

もみじ銀行 約 110 店舗 店舗内ビジョン 

ＬＡＢＩ 

（ヤマダ電機） 

国内 54 店舗（東京 20，神奈川 16，

千葉 8，埼玉 3，群馬 1，名古屋 3，

大阪 2，広島 1） 

店舗内展示の全ＴＶ

※シャレオ，広島空港案内デジタルサイネージ９箇所でも放映。 

○ 広島そごう…「全力歓迎課！」が，お歳暮チラシ面で「広島のかき」 

「広島の酒」を紹介 

 

２ 「広島県庁『全力歓迎課！』」の活動状況 

（１）県内活動 

県内各地で行われているイベントに参加し，市町と一体となっておもてなし 

   活動や観光ＰＲを行っている。今後も，紅葉や食に関連する各種イベント等で， 

活動を行うこととしている。 

 

 

 



  《これまでの活動状況》 
月 日 イベント名 場所 

15 ＪＲ広島駅でのウェルカム活動 ＪＲ広島駅 
宮島でのおもてなし活動 廿日市市 16 
備北酔い処まつり 三次市 

20 広島空港でのウェルカム活動 広島空港 
筆まつりでのおもてなし活動 熊野町 22 
広島空港でのウェルカム活動 広島空港 

９ 

30 ひろしま神楽の日 2012 広島市 
1 ふでりん観光大使委嘱式 熊野町 

西条酒まつり 東広島市 
口和モーモー祭 庄原市 6 
灯りまつり 尾道市 

8 世羅高原ダリア祭・せらワイナリー祭 世羅町 
20 オイスターロード（カキ小屋宇品店）オープン 広島市 

とよまつふれあいフェスティバル 神石高原町 
瀬戸内しまなみ海道サイクリング尾道大会 尾道市 

10 

21 
弥山清掃登山活動 廿日市市 

   
（２）メディアへの出演・掲載 

   関西・九州圏のテレビ番組や雑誌において，「全力歓迎課！」のメンバーによ

る，観光スポットの紹介，旅のご案内等 
  【関西圏】「おはよう朝日です」（TV），「関西ウォーカー」（雑誌） 
 【九州圏】「アサデス。（おとなのオンナ TV）」（TV），「コレカラ（ゴリパラ見聞録）」（TV） 
 

（３）ウェブサイトでの情報発信 

○「全力歓迎課！」のメンバーによるブログや活動動画配信 

○ 秋のキャンペーンのメインアイテムである広島カキと酒の紹介コーナーの 

内容を充実（カキ小屋や酒巡り） 

 

３ これまでの成果 

（１） メディア露出による広告換算 約１億５千６百万円 

（２） プロモーション映像のアクセス数（YOU TUBE 再生回数：10 月 18 日現在） 

○ 有吉委員長と「全力歓迎課！」のＣＭ（15 秒）     75,748 回 

○ 「全力歓迎課！」による「おしい！広島県」のダンス   11,328 回 
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