
 

 

○事務局 

本日はお忙しいところお集まりいただきましてありがとうございます。またZoomでご参加の方もありがとうございます。ただいまから

越前おおの産業ブランド力向上委員会、第3回の策定委員会を開催させていただきます。開催にあたりまして、南保委員長か

らご挨拶をよろしくお願いします。 

 

〇南保委員長 

南保でございます。気候がかなり冬らしくなって参りまして、皆様、ご機嫌いかがでしょうか、いよいよ、越前おおの産業ブランド

力向上計画も、詰めの段階に入って参りまして、次第でございますように、計画の概要案と、計画素案という、最後の締めのとこ

ろの議案を進めて参りたいと思います。またご忌憚のないご発言を頂きながら、ブラッシュアップが図れればと思いますのでよろしく

どうぞお願いいたします。 

それでは会議次第に沿って進めさせていただきます。初めに3の報告事項についてお願いいたします。 

 

〇事務局 

それでは本日の欠席につきまして、名簿の方をご覧いただければと思います。以下欠席と書かれている方が本日欠席となって

おります。福井県観光連盟の荒木委員、合同会社プラスアルファラボラトリーの川嶋委員、大野市観光協会の藤堂委員、大

野市旅館組合の筒井委員、大野市商店街振興組合連合会の山本委員、大野青年会議所の石田委員、株式会社リクル

ートの前川アドバイザーがご欠席となってございます。なお事前にご欠席のご連絡いただいた委員の方々から、今回の資料につき

まして、ご意見を頂戴しておりますので、後程、議事の中でご報告させていただければと思います。報告事項は以上でございま

す。 

 

〇南保委員長 

それでは早速議事に入りたいと思います。まず1点目、計画の概要案につきまして、事務局の説明をお願いいたします。 

 

〇事務局 

まず資料１をご覧ください。越前おおの産業ブランド力向上計画の概要（案）についてご説明します。まず、一番上の目的で

す。市内事業者の稼ぐ力と企業価値、これを「産業ブランド力」と定義し、それを向上させることをこの計画の目的とします。 

大野市では、これまで、越前おおのブランド戦略を通じて、大野の魅力ある資源の全てを越前おおのブランドとして磨き上げ、

市全体のイメージを市内外にアピールしてきました。この取り組みにより、越前おおのブランドの認知度においては一定の成果が

見られたものの、市内事業者の稼ぐ力の向上にはつながっていないのが現状です。人口減少や競争力の低下による地域産業

の衰退、市外への資金の流出に歯止めをかけるためにも、今後、市内事業者の「稼ぐ力」の向上を図っていく必要があります。 

今回策定する計画は、これまでのブランド戦略に観光ビジョンの要素を加え、さらに「稼ぐ」ことに焦点を当てます。各産業分

野における現状分析を基に、これまで磨き上げてきた越前おおのブランドのうち、稼げる地域ブランドを活用し、産業を取り巻く

状況を踏まえた実践的な取り組みを掲げ、関係者が主体的に取り組むことで、市内事業者の稼ぐ力と企業価値（産業ブランド

力）の向上につなげ、地域経済の自立、好循環を目指すものとします。 

まず、市内産業の現状として、人口減少や競争力の低下による地域産業の衰退や、市外への資金の流出が多い（お金が

市外に流れている）という現状があります。その中で、市内事業者が抱える個別の課題として、後継者不足、高齢化、大規模

店舗との競争、ＳＤＧｓやＤＸなど外部環境の変化への対応、コロナ禍による人々の価値観等の変化などといったものが挙げら

れます。稼ぐ力の向上を図ることにより、これらの課題解決につなげていきます。 

そのための事業者の戦略として、まず１点目、豊かな自然と星空、名水と城下町などに代表される、これまで磨き上げてきた

稼げる地域ブランド素材を活用する、あるいは活用するためにさらに磨き上げる、発信するといったことが必要と考えております。 

２点目に、大野市の産業についての現状分析を行います。事業者においても比較的わかりやすいＳＷＯＴ分析を用い、その

結果を踏まえ、商品開発や販路開拓・販売促進、生産性向上といった稼ぐ力の向上のための取組みをしつつ、事業承継や危

機管理（ＢＣＰの策定）など、事業継続に向けた課題解決についても取り組む必要があります。 

３点目として、ＳＤＧｓや脱炭素、ＤＸ、交通インフラの整備伸展、道の駅など販売手段の多様化、インバウンド需要、産業

団地立地企業との連携など、劇的に変化している外部環境やニューノーマルへの対応などを機会ととらえ、それに対応していか

なければなりません。 

この３点の掛け合わせに加え、商工会議所、金融機関、行政などによる様々な支援（専門家・サポートチームによる支援、

補助金・融資、観光客の誘致と受入環境整備、道の駅、ふるさと納税、第三セクター等）も活用していただき、事業者に稼ぐ

ための戦略を練り上げていただきます。これに基づき、稼げる越前おおのブランドや機会を生かした実践的な取組みとして、左側

の枠に、業種ごとに事業者が取り組む主な具体例を記載しました。 

 

 さらに、観光的視点を取り入れ、「稼ぐ」に焦点を当てて磨き上げた素材の掛け合わせや、事業者の実践的取組みの掛け



 

 

合わせ等により、メニューとして観光客に提供できるものを「観光で稼ぐ」取組みとして記載しました。特に、地域経済の自立、好

循環の実現には、域内で生み出される付加価値額を上げ、域内で消費されることが求められ、そのためには、観光客や市民な

ど域内での消費が基本となる観光で稼ぐことが効果的であることから、観光で稼ぐという項目を別出しで記載しております。 

最後に、この計画の目指す姿として、稼げる地域ブランドの活用により、市内事業者の稼ぐ力と企業価値が向上し、地域経

済の自立・好循環の実現を目指します。その指標としまして、地域内の所得が、地域内でどのくらい使われ、どのくらいの付加

価値を生み出しているかを示す、地域経済循環率というものがあります。しかし、直近のデータは2015年と古いことから、この地

域経済循環率を押し上げる要因となるものを指標に設定したいと考えており、これについては後ほどご説明させていただきます。

概要案につきましては以上です。 

 

〇南保委員長 

ありがとうございました。この概要、大体理解できましたが、ここについて何かご質問、或いはご意見等ございましたら、ぜひお願

いしたいと思います。最終的には、観光で稼ぐというところがメインになっているということで、そういう指標を地域経済循環率を使っ

て、確認するということになっていくんだろうと思うんですが、どうでしょう皆さん、これでよろしゅうございますでしょうか。では、この件も

し何かあれば後でまた振り返ってみてみたいと思いますので、これは各委員の皆さんから、ご承認いただいたというふうに受け止め

させてもらいます。 

続きまして、２点目、計画素案について、事務局の説明をお願いします。こちらは事前の配布の資料２－２です。ご意見をい

ただいたポイントに沿ってご質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

〇事務局 

資料２－１の計画素案の説明をさせていただきます。計画素案ですが、ボリュームがとても大きいので、第１章、第２章というよ

うに章ごとにご意見を頂くことも考えましたが、一度、全体の流れを把握していただきたく、全体を通してご説明させていただきます。

それでは、資料２－１をご覧ください。送付したものから一部変更となっていますのでご了承願います。繰り返しとなりますが、ボリ

ュームがあるので、要点を絞ってご説明させていただきます。  

３ページをご覧ください。はじめに本計画の目的、位置付け、期間について定めています。目的としては、さきほど計画の概要

でご説明差し上げましたが、市内事業者の「稼ぐ力」と企業価値を「産業ブランド力」と定義し、これを向上させていくことで、地

域経済の自立と好循環を実現させていくとしています。 

４ページから１１ページまでは、第１回の策定委員会でご説明差し上げた「越前おおのブランド戦略」及び「越前おおの観光

戦略ビジョン」のふり返りと評価をしております。成果指標につきましては、現状で達成できているものはございません。一部の指

標については、今回の計画の成果指標としても設定していきたいと考えております。本計画の成果指標につきましては、後ほどご

説明させていただきます。 

１２ページをご覧ください。第１章「ブランド戦略」についてご説明いたします。まず、１．１目指す姿として、「稼げる地域ブランド

の活用を通じ、市内事業者の稼ぐ力と企業価値が向上することにより、自立し、好循環が生まれる地域経済」としています。 

続きまして、１．２ブランド・コンセプト、ブランド・キャッチコピー及びブランド・ロゴについては継続とさせていただいております。 

続きまして、１３ページ、１．３地域ブランドとして、これまで磨き上げてきた「越前おおのブランド」を一覧として挙げつつ、地域ブ

ランドとして確立するには、それぞれの素材の知名度の向上だけでなく、市内事業者が積極的に活用し付加価値を付けること

により、「素材の知名度」の向上と「付加価値の増加」の好循環を生み出し、「稼ぐ力」の向上につなげていくことが必要です、と

しています。この素材一覧のあとに、それぞれのプレイヤーがどのようにブランドを磨き上げていくのか、という要素を加える予定で

す。 

続きまして、１５ページ、２．計画の構成と体系図です。こちらは作成中です。 

続きまして、１６ページから２２ページまでは「ＰＲ戦略」ということで、地域ブランドを磨き上げながら市民、事業者、関係機関

などそれぞれのプレイヤーがどのように発信していくかについてまとめていきます。現時点では、これまでのブランド戦略の記述を引

用しており、行政のＰＲについて細かく定めているものになっているので、しっかりと市民や事業者に期待する部分というのを入れ

込んでいきたいと考えています。 

続きまして、２３ページからは、第２章「観光誘客」について記載しています。 

ここでは、行政が進めるべき観光誘客の取組について整理しています。目的としては、地域経済の好循環を実現するために、

観光消費額を上げていく、そのために、行政が出来ることを整理するのが第２章となっています。課題としては、二次交通の整備、

地域ブランドの磨き上げ、グルメ開発、アフターコロナ、高齢化・事業承継、施設の老朽化、稼ぐ観光をけん引する組織づくりな

どを挙げています。 

続きまして、２５ページからは、２．１エリア別の整理ということで、まちなかエリア、和泉エリア、六呂師高原エリア、郊外エリア、

全体の５つのエリアに分別をし、それぞれのエリアにおける取組方針、ターゲットの設定、観光素材、新しい観光コンテンツと既存

の観光コンテンツ、関連施設について整理をしています。 

この章の締めくくりとして、２９ページに２．２今後の方向性について記載しています。ここでは、「稼ぐ」ということに焦点を当て、



 

 

行政として進めていく取組について、（１）稼ぐ機会の向上、（２）稼ぐ手段の検討、（３）持続可能な観光地の行政運営の実施

という３つの観点から整理をしています。 

続きまして、３０ページの第３章 産業別分析についてご説明差し上げます。この章では、事業者の現状分析について、その

目的や方法を掲げていきます。まず、１．１目的としてですが、「稼ぐ力」の向上に向けて、現状分析に基づいた戦略を立てていく

必要があります、としています。 

次に、１．２現状分析の方法として、ＳＷＯＴ分析について紹介しています。ＳＷＯＴ分析とは、事業の強み、弱み、機会、脅

威の４つの要素を掛け合わせて行う分析方法で、ここでは、分析に用いる４つの要素を整理することが必要、としています。この

４つの要素のうち、機会と脅威の２点については、外部環境の影響を受けるということもあり、３１ページでは、本市における外部

環境の変化について整理をする予定です。 

続きまして、ＳＷＯＴ分析の整理ということで、事業者からの聞取りを基に、製造業、建設業、小売業、サービス業ほか、及び

農林水産業の５つの産業分類における強み、弱み、機会、脅威の４つ要素を整理しています。 

例えば、３３ページをご覧ください。サービス業 ほかであれば、ご覧のように整理をしています。 

続きまして、３４ページからは第４章ということで、実践シートとしています。１．１クロス分析は、第３章で整理した項目を掛け

合わせることで、どのような戦略をとればいいかということを導き出すことができます。特に、本計画の目的である「稼ぐ力」の向上

のためには、①強み×機会 事業の強みを生かし、機会による「稼ぐ力」を最大化するためにどんな戦略をとればいいか、の分析

を生かしていけばよいと考えることができるため、この部分の分析を進めていくことにしています。 

続いて、３５ページでは、１．２「稼ぐ」ための手段ということで、①商品開発、②販路拡大・販売促進、③生産性向上、この３

つの手段に分類することで、どのような方法で稼ぐ力の向上を図るのかを整理することができますとしており、次ページ以降のマト

リクスにつなげています。 

３６ページからは、第３章で分類した５つの業種ごとに、これまでの分析による整理によってどのような取組が期待されるかを挙

げています。具体的には、３６ページの製造業で申し上げると、横軸に「地域ブランド」、「積み上げてきた技術力」などの強み、

縦軸に「ＳＤＧｓ」や「ＤＸ」などの機会を組み合わせ、導き出された取組を・商品開発、・販路拡大・販売促進、・生産性向上、

この３つに分類しています。例えば、地域ブランドという強みとＳＤＧｓにおける地産地消の観点を掛け合わせ、商品開発という手

段によって、パートナー企業と市内製造業とのコラボレーションによる地産地消商品の開発という取組が導き出されています。事

業者へのヒアリングと、担当課で検討したことを挙げておりますが、今一度これまで委員会でご提案いただいた事業などを盛り込

んで、提示させていただきたいと考えております。 

これらの取組につきましては、実践シートという名のとおり、来年から可能なものは実践していきたいと考えており、毎年、検証

しながら改定していければと考えております。 

続きまして、４１ページ、３．観光で稼ぐとあります。地域経済の好循環のためには、消費の域外からの流入を増加させていく

必要があります。これまでに紹介してきた取り組みの中には、観光客をターゲットにしたもの、または、取り組み自体が観光の目

的となりうるものがあります。これらの取り組みを磨き、育てていくことで、観光で稼ぎ、地域経済が好循環していくことを目指しま

す。としており、観光の重要性について改めて言及していきたいと考えています。 

続きまして、４．関係機関の支援ということで、まず初めに、この計画策定と併せて実施していきたいことのひとつに、サポートチ

ームによる伴走支援というものがございます。これは、市内の中小企業診断士や各種専門家で構成するチームを結成し、事業

者の課題解決や「稼ぐ力」の向上に向けた事業の実施をサポートしていくというもので、商工会議所・市が事務局として、（スマ

ートフォンの位置情報などを活用したビッグデータを導入し）、的確な現状分析に基づいた助言を行っていくというものです。専門

家派遣事業については、国や県などでもメニューがございますが、なかなか利用実績がないと聞いています。その中で、この事業

を提案した理由としては、現在、中央会の芹澤委員をはじめ、大野商工会議所、市内の中小企業診断士、税理士、不動産

業者、市役所でチームを作って、ある事業者の今後の方針を考えるプロジェクトに参加しています。個人的な思いもあるのです

が、そのチームでは、それぞれがそれぞれの立場から意見を出し合い、しかも、大野の将来を真剣に考えるメンバーが揃っている

ので、相談事業者様からも、今後の事業の参考になる、来年以降もお願いしたいとの声を頂いております。このチームのような

形で、課題解決を図りたい事業者や稼ぐために一歩踏み出したい積極的な事業者をサポートしていけたらと考えています。 

続きまして、４２ページ、地域産業の見える化というのは、南保委員長から頂いたご意見ですが、商工会議所様と相談して、実

施していけたらと考えています。支援というよりはＰＲ戦略に入れ込もうか検討中です。 

続いて、セミナーの開催ということで、国、県、商工会議所、市と様々なセミナーを実施しておりますので、その内容について、

記載できる範囲で書いていきたいと考えています。 

続きまして、補助金です。補助金については、①商品開発から⑥事業承継までに分類していますが、役所の予算の性質上、

補助金を創設しますとは書けないので、○○を支援します。という記載になるのではと考えています。具体的には、 

・地域ブランドを活用した商品開発や販路拡大に向けた取り組みを支援します。 

・地域ブランドを活用し、複数の事業者で連携した「稼ぐ」ための事業を支援します。 

・生産性向上に向けた整備投資に対し、国の補助金採択に向けた申請書の作成支援および当該設備の固定資産税を減免

します。 



 

 

・福井県や事業承継ＮＷと連携し、事業承継に向けた取り組みを支援します。 

という内容で考えています。 

続きまして、融資については、市内金融機関の支援や、市の制度融資による利子補給などについて記載していきます。 

続いて、道の駅での出品・販売支援について、道の駅 越前おおの 荒島の郷・道の駅九頭竜両道の駅産直の会への入会を

促進し、「稼ぐ」ということの成功体験を増やしていく必要があると考えています。特に市内の販売農家は８００件余りのうち、産

直の会への入会は１３０件余りに留まっていることからも、農業者支援の観点から推進していきたいと考えています。ということを

書いていきます。 

続いてふるさと納税への出品支援について書いていきます。ふるさと納税額は年々増加し、これまで出品していなかった事業

者が、こちらからの声掛けで出品したところ、予想以上の反響があって驚いている、というお声もいただいております。当該制度に

ついては、送料やコールセンターの手数料などは市が負担しているということもあり、取り組みやすい制度であると考えておりますの

で、ＰＲをしていきたいと考えています。 

続きまして、事業承継・ＢＣＰ作成支援ということで、「稼ぐ」というだけではなく、事業を継続していくための支援についても明

記をしていきたいと考えています。 

 最後に４３ページ、第５章です。１．推進体制ですが、作成中です。 

続いて、４４ページ、２．成果指標についてご説明します。成果指標については、地域経済循環率という数字と、宿泊者数（参

考として観光入れ込み客数）、道の駅及び平成大野屋の売上に関する数字、ふるさと納税額を指標としたいと考えています。

地域経済循環率は、大野市の地域経済を、生産、分配、支出の三つの側面で表しており、簡単に言うとお金が外にどれだけ

流出しているかを表す指標となっています。現状、2015年の数字ですが、最後のページ、６５．０％ということで、県内の市のなか

で最下位となっています。これを上げていくためには、４４ページの図の左、生産（付加価値額）を増やす必要がありますが、製造

業はグローバル化により、基本的には域外に出ていく産業ということもあり、ここで増やそうとすると、新しい産業を興すしかないと

いうことになります。そういう意味では創業支援というのは一つ大事になってきます。一方、右の支出の部分で、域外からの流入

を増やす、という方法もあり、これが、観光需要の獲得ということになってきます。観光客や市民など、域内での消費が基本とな

るので、付加価値額を生み出しやすいと言えます。 

したがって、各産業で現状分析をしっかりとやりながら、特に観光需要を取り込んで、消費の域内への流入を増やし、地域内

循環を高めていきましょうということなのですが、この地域経済循環率は、各種統計調査の数字を使っているため、数字が出てく

るのにとても時間がかかり、考え方としてはとてもいいのかなと思うのですが、欲しい時に数字が出ないため検証が困難で、単独

では計画の指標としては相応しくないため、ここに挙げている宿泊者数（参考として観光入れ込み客数）、道の駅及び平成大

野屋の売上に関する数字、ふるさと納税額のいずれも、域外からのお金の流入の指標となるものを合わせて成果指標としてい

きたいと考えています。 

以上、聞きづらい部分もあったかと存じますが、素案の説明とさせていただきます。 

 

〇南保委員長 

ありがとうございました。ただいま事務局から説明ありました計画素案について、まず、先ほどご指示があったポイントごとに、意

見を徴集して、整理していきたいというふうに考えてますので、まず計画素案についての全体の流れ、これについてのご意見とかご

質問ありましたら、お願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。はじめにから１章から５章それぞれ節があるわけなんですけども、

全体の流れですね。この流れを崩しても何かおかしいことになるなという感じがして、私は、この流れで、グッドと思います。ご意見

はよろしいですかね。ご承認いただいたということで、次に、観光の位置付けについて、ご質問あればよろしくお願いしたいと思いま

すが、事前にいただいてるご意見ありますか。 

 

〇事務局 

事前に２名の委員からご意見いただいておりますので、ご紹介させてもらってよろしいでしょうか。 

 

〇南保委員長 

各要所要所でそれ、ご説明していただいた方がいいと思いますので、共有ということでお願いします。とりあえず観光の位置付

けについてお二方のご意見お願いいたします。 

 

〇事務局 

代読させていただきます。「具体的なターゲットでエリアを分けることで、エリアの中で、取り組みの方向性が定まり進めやすくな

ると思います。一方で、観光商品やサービスの開発においては、観光で稼ぐために、観光以外の事業者との協業の視点を、エリ

アの中でお持ちいただけるとさらによいのではないかと思います。また、観光において、やはり重要なことを、（かつ不足していること）

は、人材育成ではないかと思います。人材の材は、財産の財になっております。」というご意見です。 

続きましてもう一方のご意見を申し上げます。「全体の章立てはいいと思うのですが、一章のブランド戦略の中身として、いき



 

 

なりＰＲ戦略に入り、ＰＲ手法がブランド戦略の中心になっている感があるのが少し弱いかと感じます。2章の観光誘客にも絡む

のですが、ＰＲの手法の前に、観光資源の磨き上げの考え方をもう少しはっきり示せるとよいかと思いました。少し具体的に言い

ますと、ＰＲしやすいネタにまで仕上げるということです。その観光資源がＰＲしやすい表現を使えるまでになっていると、手法を問

わず、勝手に広がってくれます。古くからあるものでは、日本三景や日本三名園など、日本百名山がなければ荒島岳はこんなに

登山者がいなかったはず。天空の城は誰もが見てみたいと思うキャッチそのままと言っていい、光景が写真で見られたことから、一

気に広がったと思います。大野のそれぞれの観光資源を、このレベルまで磨き上げるという項があってもいいと思いました。現在の

構成で言えば、3の1ＰＲの基本方針、3の2ＰＲ戦略の進め方、を充実させる感じでもいいと思います。その内容としては、例えば

グルメ資源の醤油カツ丼であれば、福井の2大名物おろしそばソースカツ丼と並んで誰もが認める三代名物になるまで磨く、とか、

アウトドアで言えば、大野が北陸最大のアウトドアスポットとなる。中京圏関西圏でそのような認知度を獲得する。まちなかで言

えば、福井でまち歩きといえば大野がダントツナンバーワンなどなど、実際に書こうとすると難しいのですが、それがエリア別の整理

にも繋がっていくと良いと思いました。」というふうにご意見いただいております。 

 

〇南保委員長 

ありがとうございます。具体的にお書きいただきまして、ここまでの落とし込みができると本当にいいなというような感じはするんで

すけれどもこれについてどうでしょうか。ちょっと心配なのは落とし込み過ぎてここから外れたものがあった場合に、それはもう、関係

ないよということにならないかという思いがあり、遊びという意味では、あまり具体的に、確かに天空の城とかここに書いてあるソース

カツ丼とかそれはそれでいいと思いますけれども、主観も入ってきてなかなか難しいかなと思うんですが、各委員のご意見ですが、

いかがでしょうか。 
 

〇委員 

この２章の中でちょっと気になったのはエリア別にターゲットを絞って整理をされてたと思うんですけども、私から見ると逆で、ター

ゲットがまずあってこの中でどういうふうにコンテンツとか価値を提供できるかっていう整理も、必要かなと思うんですね。こうバチっと

書いてしまうと、エリアごとにその戦略ができて、その中だけでグルグルとでき上がってくような感じにもちょっと受け取れたので、そこら

部分についてはこの形で皆さんにわかりやすい形にしておいて今後の戦略、具体的にアクションを作り上げていく中でそういう視点

も入れてくという部分も必要かなと思いました。 

 

〇南保委員長 

今の意見を集約しますとメーカーでプロダクトアウト型の戦略だけじゃなく、実際そのマーケットイン型の戦略というのも必要と、

簡単に言えばそういうことかなと思いました。そういう理解でよろしいですか。なので、エリアはエリアではそこの地域の売りということ

なのでいいとしても、あとは実際の今の観光動向というか、観光ニーズが多様化する中で、いくつかつまみあげてそれに対する対

応っていうのも書いておいてもいいのかなということですね。大変事務局には難しい課題を突きつけることになるんですが、供給者

側だけから見たのではなく、需要者側から見た、整理っていうのはですね、少しだけでもやられたらどうでしょうかということだと思い

ますが、よろしいでしょうか。 

 

〇委員 

はい。そういう部分に触れていただくということで、とどめておくことでいいかなと思います。 

 

〇南保委員長 

そうですね。若干そういう方向性を考えてるよっていうことぐらいは、示すということが必要ということですね。ありがとうございます。

とりあえず、観光の位置付けを、これぐらいにして、あんまりガチガチになってもいかんので、少し事例的なものをあげておくということ

でとどめ置くかですね。これとこれとこれしかないっていうふうな表現はよくないので、他に、これとこれとこれとセットだというふうな感じ

になるのかなと思いますけど。そんな感じでよろしいですかね。 

 

〇事務局 

はい。大丈夫です。事務局としても、やっぱりどの資源を使っていくかっていうのはある程度、事業者さんの中で、業種によって

も、水を使っていけるところと、いややっぱりお城を使いたい人って分かれてくると思いますので、ここは先生おっしゃったように具体

例としてこういうふうにまで磨き上げていきましょうっていうふうに、例として出させてもらいます。 

 

〇南保委員長 

そうですね。その方がいいと思います。では観光の位置付けについては、今のところそれぐらいにしておきます。次に、第３章の産

業別分析のところ、ここについてはいかがでしょうか。これまたお二方のご意見いただいてますので、その報告から入っていきたいと

思います。 



 

 

 

〇事務局 

では申し上げます。まず、計画の目的である稼ぐ力の向上のために、①番の強み×機会、に集中する戦略は賛成ですが、他

の地域も同様の考え方で施策を打つことを考えれば、「では、大野の本当の強みは何か」を絞ることが大変重要になってくると思

います。というご意見いただいています。続きまして２人目、強み、機会については、業界ごとで特色がもう少し出るとさらによくな

る気がしますので、また考えてみますというふうにご意見いただいております。 

 

〇南保委員長 

ご意見をいただいてるんですけども、正直言って書き出すときりがないですね。一番気になるのは、やっぱり最近の社会課題に

ついてそれ機会ととらえるか脅威ととらえるかとか、強みととらえるか弱みとらえるかいろいろあると思うんですけども、その整備とか、

も入ってきますし、、今、何か事務局さんが、各製造業からですねずっとまとめていただいて、ポジティブ要素、ネガティブ要素ってこ

とで分けていただいたんだけれども、これも切り方でこう言い切ってしまわずに、これもやっぱエトセトラつけておいたらどうですか。各

マスごとに、例えばその製造業で内部環境と、外部環境もありますが内部環境も外部環境も、ポジティブな要素、ネガティブな

要素の、強み弱みの下のところに、例えば、自分のとこだったら、忍耐力とか人間関係で終わってますが、その横に波線引っ張っ

てエトセトラとか、まだいろんなワードが出てくるような気もしまして、そこら辺、あまりこれだけで絞り切ってしまうというのは、どうかな

という感じがするのでいかがでしょうか皆さん。事務局さん、どなたか。 

 

〇事務局 

先ほど事務局の中で話をしていた時に前に言われたのですが、もちろん事業者さんによって強みとか弱みも、変わってくるという

ことで、例えばこのSWOT分析の中でも、マトリクスの部分で、空白の部分を作って、この事業者さん独自の分析を、空白の中で

何かしていただけるような、そういう余白を作ると。それでその事業者さん独自の取り組みっていうものも出てくるんではないかなとい

うように考えております。 

 

〇南保委員長 

それいいと思います。ただ考える力という余白残しておくということですから、今のお話はどうでしょうか、皆さん。よろしいでしょうか。

今の形で建設業、サービス業、農林水産業、小売業もそれぞれ、また、自社で考えるところを残して、整備されるといいかなと思

う。勉強会に行ったときに、いろいろ宿題が出て書き込むシートみたいな役割を果たせばいいのかなと思います。よろしいですか。 

 

〇委員 

事務局さんの方ですごく細かくまとめていただいて、自身はすごく参考になります。ありがとうございます。私どもは菓子組合の一

員なんですけども、先ほど藤田さんからもお話にもありましたように、冬は、でっち羊かんを進めさせていただいてるんですけれども、

夏に向かって、今もこの時期から、ちょっと今このページを見ながら、自分の個人的な意見ですけれども、星空の事とか、ゼリー関

係とか、そういうのでコラボできるといいんじゃないかなという思いもありまして、頑張ってみようかな、組合でまたお話さしていただこう

かなというふうにちょっと思いました。以上です。 

 

〇南保委員長 

はい。ありがとうございます。前向きなご意見、感想いただきましてありがとうございます。ぜひ、実践して、成功していただけると

いいなと思いますので、頑張ってください。次が4章の2実践シートのところから、一つ質問なんですけども、35ページに、これ根幹

を揺るがすようなことになってしまうんですが①から③までの、手段ですね、これはどうやって決めたのでしょうか。 

 

〇事務局 

副委員長にご相談させていただいたときに、稼ぐ力を伸ばしていくために、こういう手段があるよねということで、このマトリクス作

る流れで、ご提案いただいた項目でございます。 

 

〇南保委員長 

だから商品開発と販路開拓と、販売促進、生産性向上、例えばまだいろいろ、稼ぐための手段と言えば、新しい生産方法の

導入とか、さっきお話にあった新しい組織の創出とか連携とか入ってくるのかなと。この生産性向上がその新しい生産方法の導入

とかということになるんでしょうけど、これ私いつも思ってますがヨーゼフ・シュンペーターの経済発展の理論というのがあって、起業家

がやるべきことを５つ言っておりまして、それが、新商品、新技術の創出と実現が一つ。それから新しい生産方法の導入が二つ目。

三つ目が、産業の新しい組織の創出。四つめが新しい販売市場の創出。そして５つ目が、新しい買い付け先の開拓という、本

当に基礎的な、ビジネスをやっていく上で、絶対必要なことをシュンペーターは５つ挙げているのですが、それがうまくここに組み込

めればいいというふうに思ってまして。いけるのかな。販売販路拡大。販売促進。生産性向上、あんまり細かくしても仕方ないで



 

 

すしね。どうでしょう、第４章のところ、皆さんのご意見をいただきたいのですけれども、この第４章のところは、実践シートのところは、

またお二方の意見をお願いできればと思います。 

 

〇事務局 

では読み上げます。委員ですが、産業別に具体的な取り組みを検討することが重要だと思いますが、例えば製造業×サービス

業とか、サービス業×農林水産業といった、異業種の協業によるシナジーを生み出すシステムを加えた方がいいのではないでしょう

か。（今までは観光とは関係ないと思われていた事業者同士の連携など）、ご意見いただいております。もう一方ですが、いい感

じでまとまってきたと感じています。対応については、先ほどの強みとか機会が膨らめば、それを反映させていけばいいと思いますの

で、私もまた考えてみます。そいういうふうなご意見をいただいてます。 

 

〇南保委員長 

どうでしょうか皆さん。先ほど一番上のところで言われた協業によるシナジーを生み出す視点を加えるってどこら辺に、加えること

が可能なんですか。これ全部ということなんですかね。 

 

〇事務局 

例えば、この５つの業種を挙げた後で一つそう言った欄を設けて、異業種連携みたいな、重要性を解くような部分があるといい

のかなというふうに考えました。 

 

〇南保委員長 

異業種連携というか、オープンイノベーションって今流行りなので、そういったいろんな技術要素とか、そのサービス要素の組み

合わせというか、補完機能を高めていくっていうのは、それだけを特別に、手法として持ち出すっていうことだと思いますが、どうです

か今のお話、事務局の理解なんですが。 

 

〇委員 

４０ページを見てみると、農林水産業の中で、真ん中辺りに、販路拡大のところのその他のところの、他業種への販売（コラボ）

という風にあるので、他業種交流とするよりも、各業種のところで、こういうふうなコラボみたいなことを実行できれば、クリアできるか

なと。 

 

〇南保委員長 

そうですねちょっと前段の方、各業種の中で、縦軸のところに、３つの枠があって商品開発、販売促進、生産性向上という３つ

の枠があるどこかに内容として入れ込むいう理解でよろしいですかね。 

 

〇委員 

はい。そういう意味です。そのほうが整理できるのでは。 

 

〇南保委員長 

そうですね、その方がかえってわかりやすいというか、いいと思います。よろしいですか。 

 

〇委員 

今のご意見とも重複してるんですが、今のこの表、よく見ていただけると、今おっしゃってた農林水産業の真ん中ぐらいに、他業

種とのコラボっていうのが書いてあるんですね。例えばサービス業のところのレシピのデータ化とか、観光メニューの造成とか、そういう

ところをかけ合わせて、できるかもしれないとか。同じく農林水産業の中に、ＳＤＧｓのところで、暮らしに木を取り入れるとかバイオ

マスとかがある。これなんかは例えば建設業、住宅を建築建設とか、色々なところとのリンクがこの表の中でも出てくるので、それを

ちょっと整理して、例えばっていう形で、業種同士のクロスで、こういう展開できるとか。あと、製造業の中にも工場見学とか観光に

関わるような産業観光のような中身も書いてありますので、製造業とサービスにかけ合わせでこういう観光みたいなのを例示として

お示しするという程度で置いとくと、どうかと思います。これは一番上の枠の中に書き込んでしまうってことですかね。そうか、それぞ

れの業種が書いてある次ぐらいに、３番の観光で稼ぐの前ぐらいに、こういう業種のクロスっていうことでこういうことも考えられますと

ていうふうにまとめておく。一例として挙げてくという。これも未知数なので、あんまりガチガチに書いてしまうと、だめかなと思うので、

そういうご提案です。 

 

〇南保委員長 

はい。ありがとうございます。要は少し遊びの部分を残しながら全体をまとめてくっていうことですね。すべてこの中に網羅できるわ



 

 

けではありませんので、例示という感じで残しておくということで事務局よろしいでしょうか。 

 

〇事務局 

結構です。 

 

〇南保委員長 

ありがとうございます。第４章の実践シートの下に、第４章の４の関係機関の支援についてとありますが、ここについて、また事

務局から、お二方のご意見をお願いします。 

 

〇事務局 

読み上げます。委員のご意見として、観光の位置付けのところでもおっしゃっていただいたんですけど、「担い手育成などの人

材にある支援があれば必要でないかと思います」とご意見いただいております。もうお一方の委員ですが、「ＳＤＧｓ経営支援など

はいかがでしょう」とご意見いただいております。 

 

〇南保委員長 

私、ＳＤＧｓについては、支援というより、各社が自発的に取り組んだ結果、そのＳＤＧｓに、ぶつかるというのが自然かなと思い

まして、支援機関の支援として、このＳＤＧｓを押し進め、支援をするというのはどうかと、そうなったらいろんな社会課題があります

から、ＳＤＧｓ１７項目にほぼ入るかもしないですけども、他のいろんな課題を書き込まなきゃいけなくなるような気がして、それより

はまだ、最初の方がおっしゃられた人材育成という方がまだ自然なのかなという感じはします。ここは今のご意見も含めて、関係

機関は、できるかできないかとこともありますので、その辺はどうでしょう。何かご意見ありましたらお願いしたいのですが。総合的に、

私流してきましたけれども、どこからでもいいですので、もし、ご意見あったらということでちょっと私から、指名させていただきたいので

すが、巣守社長のところは、いろんなことをやっていて、必要な支援とか、今のこういった実践シートとかの中でいろいろ思う所ある

んじゃないかなと思うのですが、何かそこで、全体を通してでも結構ですので、ご意見いただけたらいいなと思いますがいかがでしょ

うか。 

 

〇委員 

ずっと全般として、見させていただいて、その戦略の、建付けとして、その方向性としては全然間違っていないと思うんです。ただ、

先ほどからどうも、すっと落ちないところが、やはり人の部分なのかなっていう気がしております。どの業種につきましてもやはり、そこ

の部分の人という部分が、どうしても関わってくるのが世の常であるというふうに思ってまして。そこの部分は、どのように、逆に表現

したらいいのかと思い、意見言うと何か意見求められそうで。そこが難しいとこだなと思って見ております。それとあともう一点だけ、

ここの中で強みというところがあるのですけれども果たしてそれが稼ぐという部分にとらえた時に、大野市外、県外から、そういったお

客様からの稼ぐという行動に繋がるわけなので、それが大野市内の中、福井県の中だけの強みでは全然話にならないんだという

ふうに思っております。果たして私たちが今ここに書く強みが、本当に県を越えて強みとなりうるのかというところ。そこの部分の判断

というか、可能性としては当然、入れておくべきという気はしておりますけど。その部分のコンテンツが果たしてどうだろうと。これから

10年後、大野が、観光で、星で食べていけますか？と言った時にそこまで磨き上げるだけの素地というか、数値データ的なものも

多分今後必要になってくるんじゃないかなという、漠然とした意見で大変申し訳ないんですがそういったことをちょっと少し感じまし

た。 

 

〇南保委員長 

そこら辺はやはり、人というのは経済発展の一番の基礎ですから、企業経営においても基礎ですので、まず人の部分の、どこ

かで、支援というか、企業経営においてもその人の強化ということを一つと、それは強みの部分で、もうちょっとここは逆に言うと、リ

アリティのあるものを、本当にそれが、中長期的に見たときに、県内外、特に外の方ですけれども、そこら辺の強みとして機能する

かどうかというところを、もうちょっと見る必要があるなというご意見だったと思います。確かにそう、強みの、どうしてもこういうふうな書

き方になるんでしょうけれども、もっと企業の特性というか、地域特性というか、大野って、内山兄弟でしたっけ。そういう何かビジネ

スライクなものの考え方をする人がいらっしゃるところなので、何か特別なビジネス感というか、だからつまり大野がこだわっている食

材醤油カツ丼。そんな何か、衣食住それから企業経営の中で、強みというのをちょっと発見してもらって、少し落とし込むのもいい

のかなと。大野独自のマネジメントの強みが、何かあるんじゃないかなって思うんです。やっぱりそろばん武士道みたいなのが出ると

ころなので、やっぱり地元性っていうか、あるんだろうと思うんですね。その気概というか、大野屋みたいなできて藩船まで買ってとい

うこと考えると、やっぱり何かビジネスの面でもそういう強みがあるのかなと思います。今巣守委員がおっしゃることをもうちょっと深掘

りしてみたいなと私もしてみたいと思いますし、一回考えてみたいと思います。あと、どうでしょう。全体意見としてで結構なのですが、

越前信金の佐々木部長の方で何か、感じるところがあったらですね。 

 



 

 

〇委員 

これだけ幅が広くて奥行のある話を、よくまとめてあるなと逆に感心して聞いてたんですけど。今ほど話も出たように、やっぱりこ

の強みとかを、どのように今からアピールして進めていくのかっていうところが、非常に大事だなというふうに感じてます。ちょっと細かい

ところではさっきの第３章、４章のところですか。産業別でやっぱりかなり重複してる部分もあるんで、それを少し大野で事業をする

にあたっては、これがどの業種に当たっても、強みだとか弱みだとか、重なる部分があるので、そこは一つ、全体としてまとめておい

た方が、今度、産業別を見たときに、分かりいいのかなという気はいたしました。それともう一点、ちょっと最初の議題では話出てな

かったんですけど、５章を最後のところ、最終的に目標としている地域経済の循環率、令和8年度に75％という数字は理解でき

るが、この75％ではちょっと、どうしていったらいいのかっていうのが見えにくいと思うので、例えば付加価値額はということであれば、

一次産業でこれぐらいの額とか二次産業でこれぐらいの額とか、何となく額を示して、その数字に向かっていくのも一つかなと、資

料を見ていて感じました。以上です。 

 

〇南保委員長 

まず一点目の強み、弱みのところですけれども、これもう一回、業種ごとに書いてございますけれども、もうちょっと絞り込むのと、

それと逆に今度、これを読んだ人が、我が社のこのマトリクスが作れる環境を、さっきから何回も出てますが、そういった環境を作っ

ておくということですね。それと、実際の生活指標のところを、実は地域経済循環率って、連関表から持ってきてるので５年に１回

であんまり役に立たないと思ってまして。ローカル版を作らないといけないんじゃないかなと思うんですが、それ事務局さんも頑張っ

ていらっしゃると思うんですが、単に目標値だけでなくその目標値を達成するための、戦術でもいいましょうか、そういったものをもう

少し数値化して、少し具体的に、具体化する、見える化するというようなことだと思いますので、それも考えさせてもらいます。各

産業でどれだけ付加価値を高められるかってすごいこれは難しい話だと思うんです。一応ご意見としていただいておきたいと思いま

す。ありがとうございます。 

 

○委員 

ちょっと話戻るんですけど、稼ぐための手段の商品開発。事務局もおっしゃっていたように、業種によって資源を生かせる強みが

違って、飲食店の話になるんですけど、今日からですけど、そばとGODIVAの企画やってるじゃないですか。コラボ。例えで言わせて

もらいたいですが、GODIVAが行政として、GODIVAはチョコをＰＲしたいわけなんだけど、行政としてブランド化したい食材を提示し

てもらって、僕ら飲食店は、それをメニュー開発、ここの商品開発にかかわるのかな。商品開発して、それをまた付加価値ってなる

んですかね、食材の付加価値を付けるっていう。それをまた行政の方でＰＲしてもらう。僕らもおのおので、地産地消のこれいいな

と思うやつは、すでにやってると思うんですけど、SNSで個人的にやってるような感じなので、市と僕らの共通認識としての、ブランド

の食材っていう点で、市の広報力をちょっと活用してもらいたいっていうのがあって、そうすると認知度の幅が広がるのかなとか。また

商品開発した側としては、メニュー開発した側としては、このお店で、この食材のメニューが、いただけますよっていうのを、また、広

報のネタとしても使えると思う。こういう連携が増えたら。 

 

〇南保委員長 

要は行政の方が、公認したそのブランドを、地域の各企業が、使えるような仕組み、仕掛けを作れということでよろしいのです

かね。 

 

 

〇南保委員長 

共通認識、それはいいと思います。一つだけ気をつけなければいけないのは、やっぱりブランドを使ってやる時の、本当にブラン

ドを使うだけの価値があるものかどうかという、評価のところをしっかりとしなければいけないのかなと思っていまして。そこら辺の基準

をちゃんとした上で、そういった一つのブランド戦略をやるのは、悪くはないなという感じがいたしますのが皆様どうでしょうか。今のお

話なんですが、大野としてブランドを幾つか持つという考え方でよろしいですかね。 

 

〇事務局 

今のお話も含めてですが、委員から、どういうふうにブランドを磨き書き上げていくかっていうことを入れ込むようにと。別の委員か

らは、本当に１０年後、星空で稼げるようなるのかというご意見いただきました。さらに別の委員の共通の認識が大事だということ

で、まだ、考えてる途中ではありますが、大野としてどのブランド、どの素材を使って打ち出していきましょうというのを、何らかの形、

何らかの組織として、意思決定をしていくような、そういうプロセスが大事なんじゃないかなっていうのは一つ考えておりまして、それ

は行政の中で考えることになるのか、こういう形で委員さんに集まっていただいたのかっていうのはちょっと、検討しなくてはいけない

んですが、大野市これでやっていきましょうというのが一つ、何らかの形で考えて、やっていかなくていけないかなと。それは、盛り込

んでいきたいと考えております。 

 



 

 

〇南保委員長 

そうですか。やっぱり市民の方のコンセンサスを得ないと、多分うまいこといかないと思いますので、一般にドメインコンセンサスで

すよね。それをきちっと内側から承認していただくということが大事なので、行政でもないし私たちでもないし、やっぱり地域社会か

ら受け入れないと全然駄目だと思いますので、何かその辺りを、引き出してはどうかと思います。 

 

〇委員 

事務局のご意見もすごくその通りだなと思うんですが、最終的に、いろんなコンテンツがあって、それを大野市としてボトムアップ

型で上へ上げていくのか。先ほどGODIVAの話もありましたが、トップで上から引っ張り上げるのかっていう方式の違いかなと思って

聞いてはいたんです。トップで引っ張る場合には非常にやっぱりリスキーな部分もあるかなと思いますし、ボトムアップでやっていこう

と思うと思うと行政とかいろいろ公的な機関だと、いろいろ難しい部分もあろうかとは思っていますが。ちょっとその辺のことを少し、

事務局の方でも、もんでいただく必要性がちょっとあるのかなあというふうな感じがいたしました。あと生活指標の方も、もう少しこの

形ですと、大野市をバケツととらえるとバケツの穴をふさいだらこれ循環率上がりますので。バケツを、はたしてこれで成果として取っ

ていいのかなっていうところがちょっとありまして、もう少し、例えば、市民に対して見えやすい指標、っていう部分の視点も少しもう1

点入れていただいてもいいんじゃないのかなと。以上です。 

 

〇南保委員長 

わかりました。ありがとうございます。それから、最初の話のそのブランドの、トップダウンか、ボトムアップかというのは難しいですね。

これはセンスも必要ですし、別に行政が出すからうまくいくとか、また逆の場合も、ボトムアップで上手くいくとかなかなか保障ができ

ないっていうところが、厄介ですけれど。これ多分、１人の個人のインスピレーションがすごく爆当たりするみたいなこともあるんでしょ

うから、これちょっと考えなきゃいけない。ブランド、ブランドって言いますけどちょっとそこら辺ペンディングしながらちょっと考えさせてく

ださい。 

成果指標については確かに、地域経済循環率というのはなかなかわかりやすそうでわかりにくいので、もうちょっと私たちの生活

に近いところで、成果指標を、もう１個２個加えてもいいのかなと思いますので、それも、できるだけ、大野市がプラス作用するよう

な指標を選んだ方がいいですね。作為的に。ブランド調査では、あんまり良い結果でなかったので、あれを無視して、何かそこらへ

ん戦略的に指標、1個2個選びたいと思います。ありがとうございます。 

 

〇委員 

先ほどからお話ありましたように人という視点があまりないという、若い方といいますか、学生さんであったり、会議所の方もいろ

いろ市役所さんと連携して、明成高校さんとの取り組みも、行っているんですが、せっかく職業系の、高校が地元にあるということ

もありますので、明成高校と何か連携、の事業、を含めて何かこの計画の中にも盛り込んでもいいのかなと思いますし、それもわ

かりやすいのかなという感じで、明成さんの道の駅のちょっと大野ではない、南条ですかね、とメニュー開発とかされているので。せっ

かくそういうことがあるのなら、大野の方にも、何かしていただけるような、取り組みであったりとか、それも含めての人づくりといいます

か、地元定着も含めて、何か計画の中に盛り込めたらいいのかなと思いました。 

 

〇南保委員長 

明成高校、私もよく知っていまして、ビジコンなんかですごいいいアイデア出してくれるんです。なかなか使えるんじゃないかみた

いなものが出てきますので、そこら辺もまた、だから高校の先生と話しながら、子供たちに何かいい意見をいただける機会を、作る

といいかなと思います。あまり仰々しく構えてしまうと思う大変な作業になってしまうので、軽く高校生の意見を、ヒアリングするみた

いな感じで、少し取り込んでもいいかなと思います。ありがとうございます。 

 

〇委員 

私の業界ですと、ちょっと話が出てるようにやっぱり人材育成を加えていただきたいなという気持ちがあります。今、日本酒でも

ブランド化で有名になったところというのは、２つの種類に分かれるんです。商品がおいしいからブランド化になった蔵元と、やっぱり

その蔵元が本当に人と人とのつき合いで、ほかにはないんだというのと、２通りに分かれると思う。そういった中で大野市自体も、米

とか水とか、違う素材はできてきていると感じます。そうなったときにどうやって稼ぐ力をつけるか、考えたときに、ここのやっぱり、星空

で十年間で食べていけるのかというようなご意見もあるように、真剣に稼ごうと思ったら、私は経験上でいくと、やっぱり人材育成で

はと。というのは、稼ぐ力の企業価値を、企業の第一線というのは、営業だと、私は思っているので、家業は物売りなんですけども、

商品並べてるだけは売れません。今、観光にここまで力をいれてくれるってなった時に、大野市で観光で生きていけるのかという不

安もあります。なぜかといいますと今、お隣の勝山市が恐竜博物館のところで、星野リゾートさんと組んで、県の方が、リゾート計

画をしています。そのあとで大野市が素通りされる可能性もある。それをどうやって大野市に留めるのかということからすると、これ

は観光ビジョンの絡みもあると思うけれども、まだ読めないところが、ありますので、だったら大野市として、大野市の特徴を生かし

た商品を、もうそこに売りに行く。営業マン、大野市の営業マンを作るというのも、そういった人材を育てるっていう、ことも必要かな



 

 

と感じます。 

 

〇南保委員長 

はい。ありがとうございます。皆さんから人の話はですね、今日はたくさんいただきましたので、これは今回のところからですねもう

少し、人の大切さというか、入れ込んでいきたいというふうに思います。ありがとうございます。 

 

〇委員 

第４章の実践シート、サービス業ほか、の定義の中に、販路拡大とか販売促進のところにその他で、キッチンカーの導入って書

いてあるんです。ちょっと大野市の補助があるのかちょっとわからないのですが、勝山とかは、キッチンカーとか購入すると、何か補助

が出ると聞いたことがあるんですけど。資料の中で何か補助とか出るものに補助ありとかってあると導入しやすいかなと思いました。

そうですね。全部じゃないと思いますけど、中に補助ありがあるかもわかんないですけど、それをこの辺に記述するということですね。

その方が取り組みやすいのかなと思いました。ありがとうございます。 

 

〇南保委員長 

第４章の支援機関の支援の中で、総括して、なんというか、全部じゃないですけども、そういった、補助、助成というかそういった

ことも、どっかに入れ込むところがあると、全体として支援してもらえるのかなと思いますので、そこら辺もまた検討していきたいと思

います。ありがとうございます。あとどうでございましょうか。 

 

〇堂下委員 

本日は、委員の皆様方には大変貴重なご意見をいただきありがとうございます。最初に事務局から説明させていただきました、

産業ブランド力向上計画の概要をもちまして、市議会の方へもその考え方をお示ししましたところ、議会の方からいただいた意見

として、これは供給側からの目線に見たブランド育成、ブランド向上、という考え方が、主になっているというようなことで、本当に大

野市のブランドというものとして、稼ぐ力で考えた場合には、やはり需要者側が、ブランドとして認めて初めて稼ぐ力になるんじゃな

いかというようなご意見もいただいてます。卵が先か鶏が先かという話とか、先ほどの何をボトムアップするかみたいなところにも、通

じる部分があるのかなと思いますけども、どうしても事務局サイドで物事を進めていきますと、供給者側からの目線が、強くなってく

るのかなというところがございますので、是非とも委員の皆様方から、この需要者側から見た目でのブランドっていうのは何か、とい

うところでまた、ご意見いただいて、詰めさせていただければありがたいかなと。よろしくお願いいたします。 

 

〇南保委員長 

ありがとうございます。なかなかそこら辺が難しいですね。最近ブランドって言葉が余りにも使われすぎて、ブランドの定義が、もう

右行ったり左行ったり、都合よく使われてしまってるんだろうと思いますけれども供給者側なので、どうしてもそこは中心に、考えて

しまうということなんでしょうけども、やっぱりさっきのブランド戦略の、コンセンサスを得るにはどうしたらいいですかね。 

 

〇委員 

なかなか難しい。それも踏まえて、今ずっとそれぞれの方からご意見が出た人の部分。人材育成と確保の部分になるかと思う

が、この感じになるのは、その最後に言ってる、支援の部分だと思う。伴走支援の部分。ここの事業スキームの中で、これも逆に

これから検討していかないといけないと思うんですが、事業者からの希望があってチームで支援していくというスキームになってる。こ

れが個者支援なのか、団体で集中的に支援するのかというところにも大きく絡んでくるかなと思うんです。人材育成とか確保にな

ってくると、個者支援ではちょっと難しいかなと。ブランド戦略と合わせてそれを目指す、異業種なり同業者の組合なり新たな組

織対応をチームで支援していくというスキームの中でじゃあ人の問題どうしていくんだろうとか、先ほど委員からもＳＤＧｓでの経営

支援っていうのがあったと思うんですがこれも私最近現場で思うのが、今ある企業さんなり、業界の付加価値をＳＤＧｓの視点で

発掘してくとか見つけていくっていう手法が大事かなあと思っていまして。それがさっきのマトリクスの強みとか、次の付加価値を見

つけてことに繋がるのかなと思うので、このスキームをどうするかによって今のそれぞれの委員さんから出た課題、どう解決していくか

なっていうところが、肝になるかなと。その中で先ほど委員からあった上から引っ張るのかボトムアップでいくのかっていう戦略も決まっ

てくのかなと。いうところでこれを、この文書にまとめるのは難しいなと思う。そういう課題とかイメージでこれを生かしてくんだっていうと

ころは、どこかに示していただくといいのかなと思いました。以上です。 

 

南保委員長 

ありがとうございます。いろんな何かビジョンとかプランが立つんですけれど、結局、最終的にどこが責任持つかというところかなと

思ってまして。今まで私、何十となく、いろんなプランにかかわらせてもらって、プラン倒れしちゃうところだろうと思う。今、委員や委

員からもいただいたように、誰がこう引っ張っていくのか、その中で、個者支援という、私としては個者支援もありかなという感じはす

るんですけれども、確かにこのプラン自体は大野市全体の事業所を、というかそういう産業人のですね、育成、育てるっていうか、



 

 

に、経済性を持たせるっていうことなので、どちらかというと、ある程度、行政支援機関あたりがイニシアチブを発揮して、やっていく

ような仕組みづくりというか、見せ方というんですかね。そういう見せ方によって、実際にこれに関わっていく人たちも、ある程度真面

目に一生懸命取り組めるようになるのではないかなと思う。誰がこれを引っ張っていくかっていう、行政なり支援機関なりの、ある

程度リードしていく、組織の、誰がまで落とし込んで書いていってもいいのかなという感じがします。1回、私もそれをやったことありま

す。じゃあ誰が責任持つのかということで、実際に責任持つ機関、支援機関であろうと、自治体であろうと、民間だっていいから、

誰が責任持つか全部見せる化してしまおうということでやったことあるんですけど、そこまで、やっぱりやった方がいいですよね。これ

だと、誰のために作った計画なのか全然わからないということになってしまうので、そこら辺ちょっと考えましょうか、事務局と一緒に、

今日言われたいろんなご意見をもうちょっと詰めてみたいと思います。なかなかいいご意見だし、でもなかなかそれに責任が持てる

かとなると、だんだん追い詰められてくるので難しいですけど、大野市の事務局と、私とで、また考えまして、全体的にはこれでいい

けれどもやっぱその部分でですね、何となく引っ掛かると、これ動かないなっていうふうな、ことを、ちょっと今、思ったところなんですけ

ども、それはちょっと引っかかってしまうところを、一回、今日いただいたご意見を元にしながら、事務局で考えてもう一回ブラッシュ

アップして、お見せ、また評価していただきたいと思います。 

 

〇委員 

今、堂下部長からのご意見もあって、私も今、確かに需要側のご意見、目線という部分があってですね、例えば、行政支援

の伴走型の支援にしても、じゃあ誰が伴走するんだっていうところまで落とし込む必要性は確かにあるのかなと思ってまして。先般、

県の観光連盟が、外部からの人材を招聘されたと思うんです。例えばもしかすると、そういうふうな今ここに会議に出てるメンバー

でない目線が多分、需要感であるとか、もしかしたらそういったところまで踏み込まないと、実際の成果指標を出した時に、誰が

責任を持つんだ、ではないんですが、ある程度その辺のところが見え隠れする、はっきり見えてくるものになるんじゃないかなと思い

ました。それも手法として。あくまでもこのサポート側の話ではあるんですが。少しその辺のところも、事務局側でご検討いただける

と、いいのかなというふうな気がいたしました。 

 

〇南保委員長 

そういったことが大事だということを、再確認ということで、私もそう思います。作るには作ったけれど、あとは放ったらかしではどうし

てもないので、地に足がついたプランにしたいと思いますので、今日皆さんのお話を受けて、再検討課題、たくさん出ましたので、

私たち、事務局と考えてみたいと思いますので、ちょっとだけお時間いただければと思います。ありがとうございます。 

事務局からその他ですね、次第のその他について、報告していただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

 

〇事務局 

お配りした資料の稼ぐ力向上シンポジウムのチラシで説明させていただきます。１２月１５日になりますけれども、水曜日の１８

時半から、市役所の方で稼ぐ力向上シンポジウム、を開催いたします。場所は、結とぴあ３０５・３０６号室。基調講演として、前

川アドバイザーから、ご講演をいただきます。パネルディスカッションもございまして、南保委員長にコーディネーターをお願いしてござ

います。市内の事業様にパネリストとしてご登壇頂く予定でございます。シンポジウムはオンラインでの視聴も可能となっております

し、会場の方では100名まで、来ていただくことができます。委員の皆様におかれましては可能な限りぜひ出席・ご視聴をお願いし

たいと思ってございますし、あと関係される方ですとか知り合いの方にも、ぜひお声がけいただきまして、このシンポジウム自体、稼

ぐ力を皆でやりましょうということで、機運醸成の意味を込めておりますので、なるべくたくさんの方にご紹介いただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

それから２点目ですけれども、今後のスケジュールについてでございます。本日のご意見を踏まえまして、南保委員長ともいろい

ろお話をさせていただきますけども、この年明けですね、１月中に第４回の策定委員会を開催する予定でございます。その場でで

すね、パブコメ案として、計画の全体がまだお示しするというな感じになります。そのあとパブリックコメントにかけまして、市民の方か

ら、意見をいただくいうことで、可能なものは反映させていただき、３月に計画策定という形で、詰めていきたいと思っておりますの

でよろしくお願いします。事務局からは以上でございます。 

 

〇南保委員長 

はい。ありがとうございます。これをもちまして、策定委員会終了いたします。この後ですね、事務局の方にマイクをお掛けし、お

返ししたいと思いますので、よろしくお願いいたします。長時間に渡り、ありがとうございました。 

 


