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【資料１】 越前おおの産業ブランド⼒向上計画策定スケジュール（案）
【令和３年度】

・各関係計画や戦略ビジョンの振返り

・計画（骨子）案提示

・アンケート案提示

策定

・パブコメ案提示・協議

全体まとめ

・アンケート結果の共有、各委員からの意見出し

・テーマの設定

・素材の選定、ＰＲ戦略・観光メニューの提案

パブコメ

・意見集約

シンポジウム

アンケート 内部手続き



【資料2-1】 越前おおのブランド戦略（Ｈ25.2月策定、Ｈ30.2月改定）に基づく主な施策の実施状況

１ ブランド・コンセプト
「人を結び、時を結び、地域を結ぶ」ここはあなたの心のふるさとです

２ ブランド・キャッチコピー

『結の故郷 越前おおの』
・「人」「歴史・文化・伝統」「自然環境」「食・地場産品」の分野別ブランド
化戦略を立て、並行してＰＲ戦略に取り組んできました。

３ 計画期間 平成２５年度～令和４年度

４ 数値目標の達成状況

○大野人の育成
・市民等がブランド・キャッチコピーやロゴを使用する際に支援
・小学生のふるさと学習交流会、中学生のみこしダンスパフォーマンスや地域の職場体
験を実施

・高校生などが地域のお店や事業所のポスターを制作する「大野ポスター展」の開催や、
越前大野駅のホームで「楽曲大野へかえろう」メロディーを流すなど、「大野へかえ
ろう」プロジェクトの実施

・東ティモールやフランスなどとの交流や、「水への恩返しパートナー」との連携

○おもてなし力の向上
・観光モデルコースの再構築や土産品の開発、宿泊施設の改修や店舗改装への支援など
の各種取り組みを促進

・飲食店と体験施設の連携による食と体験をセットで楽しめる新たな観光体験プログラ
ムなどの創出を進めるべく、観光関係団体や観光事業者が仲介役となって、事業者間
のネットワーク化を促進

・周辺市町を含めた広域周遊観光を提案できる観光コンシェルジュを各市町と連携して
養成するとともに、Wi-Fi環境について、公共施設における整備と民間整備への支援

○大野の魅力を知り、学び、伝える
・各地区が行う地域資源の掘り起こしと磨き上げ、その地域資源を情報発信する取り組
みに対する支援や、地区同士が互いの活動を知り、より高め合うため、意見交換や事
例発表をする場を設けた。

・COCONOアートプレイスにおいて、文化芸術交流の取り組みとして、市民と協働し、現
代アート作家などのワークショップの開催や、市民交流イベントを実施

分野別ブランド化戦略１ 大野人のブランド化戦略

ブランド・ロゴ ＣＯＣＯＮＯアートプレイス

項目 基準値
平成29年度

目標値
平成34年度

結果
平成30年度

結果
令和元年度

結果
令和2年度

観光消費額
（日帰り客一人当たり） 2,547円 5,500円 3,039円 2,945円 3,113円
ブランド・キャッチコピーの
市⺠の認知度 56.8% 90% 65.9% 73.4% 75.7%
地域ブランド調査による
大野市の認知度 780位 300位 747 814 770
地域ブランド調査による
大野市の魅力度 660位 300位 585 793 625



○越前大野城を継続して生かす
・新たな展望スポットや安全性に十分配慮した展望ルート、案内板を整備し、展望環境
の改善を図る

・展望スポット訪問後の食事などの提供の工夫を事業者に促すとともに、天空の城が発
現する確率を検証し情報発信する

○守り伝えてきた歴史や文化、景観資源を活用する
・「大野市景観計画」に基づき、屋外広告物の適切な表示や設置を図るとともに、外観
などの改修や除却などに対し支援する

○地域に受け継がれる文化や伝統を次代に伝承する
・各保存団体が子どもたちへの伝統芸能の伝承に努める「結の故郷小学生ふるさと芸能
発表会」を実施

分野別ブランド化戦略2 歴史・文化・伝統のブランド化戦略

○独自の見ずブランドを築き「水の聖地」を目指す
・ＣＷＰ（キャリングウォータープロジェクト）の実施

○アウトドアの資源と四季の彩りを磨く
・観光体験メニューの造成、サイクリングコースの整備

○星空や化石の資源を磨く
・地域のイメージアップと観光客の増加につながる取り組みを、観光事業者や大学など
と連携し検討

・福井県立恐竜博物館や大学、研究機関と連携しながら専門的な調査研究を進め、その
研究成果を発表

分野別ブランド化戦略3 自然環境のブランド化戦略

○メディアを活用した戦略的な情報発信

ＰＲ戦略

大野へかえろう天空の城越前大野城

星空町屋風建築物天空の城越前おおの城

○おおのならではの食を磨く
・商工会議所や飲食店などが行う大野で生産される農林産物などを活用した新たなメ
ニューや名産品の開発、市場調査から商品開発、販路開拓までの取り組みを支援

・「越前おおの食育推進計画」などに基づき、地域や公民館、学校での取り組み、農林
商工業関係者による取り組みを通じて、食文化の普及とその伝承を推進

○おおのならではの特産品の価値を高める
・越前おおの農林樂舎を通じた園芸作物の生産拡大や情報発信、営業活動による販路の
開拓に継続して取り組む

○土産品などの競争力を高める
・㈱平成大野屋やアンテナショップふくい南青山291などと連携し、事業者が行う土産品
のテスト販売や県と連携した首都圏百貨店などへの販路開拓の取り組みを支援

分野別ブランド化戦略4 食・地場産品のブランド化戦略

道の駅用新商品すこサイダー

ＣＷＰ



【資料2-2】 越前おおの観光戦略ビジョン（Ｈ29.3月策定）に基づく主な施策の実施状況

１ 基本理念 ～磨き輝かそう大野の宝、もてなそう結の心で～
・これまで磨き上げてきた地域資源を鍛えること、新たな地域資源を発掘し磨

くことで「結の故郷越前おおの」の魅力をさらに引き出す。
・結のおもてなしでふれあいと交流を深め、まちの賑わいをさらに高め、観光
客が何度も訪れたくなるまちを目指す。

２ 計画期間 平成２９年度～令和３年度（５年間）

３ 数値目標の達成状況

○地域資源の総ブランド化の推進
○天空の城「越前大野城」に続く新たな観光素材の発掘
○湧水や朝市、地域に根付く伝統文化の保存、継承

・若い女性客をターゲットとして、武家屋敷旧内山家に夏障子、武家屋敷旧田村家に約
2,000個の風車を設置し観光施設の磨き上げを推進（R1～）

・星空の世界遺産と言われる国際ダークスカイ協会が推奨する「星空保護区の認定」を
目指すことを公表（R2）し、南六呂師区の防犯灯などの光害対策や啓発活動を実施
（R2～）

・インスタグラムを活用した「＃まいおおのフォトコンテスト」を実施（H30～）し猫
島や季節ごとの越美北線の姿、農作業風景などの観光素材を発掘

・和泉郷土資料館で「おおの恐竜発掘」（Ｒ1）や「地質時代と化石」（Ｒ2）など企画
展を実施

・おおの遺産に延べ19件認証（～R2）
・商工会議所が「名水すこサイダー」を開発（R1）
・道の駅「越前おおの 荒島の郷」で地元食材を使ったフードコートメニューやテイクア
ウトフードを開発及び提供（R2～）

項目
基準値

（H28/2016）
直近実績

（R2/2020）
目標値

（R3/2021）

観光入込客数
（千人）

2,072 1,120 2,500

宿泊者数
（千人）

122 52 150

観光消費額
（日帰り客１人当たり：円）

2,547 3,117 5,000

基本戦略１ 地域資源の魅力の向上

武家屋敷旧内山家の夏障子 武家屋敷旧田村家の風車

猫島 すこサイダー

105 95 86 52 
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○心地よくお迎えする「もてなしの心」の醸成
○観光コンシェルジュの育成と市民のおもてなし力向上
○景観の保全、美化活動の促進とわかりやすいサインの導入

・越前大野城や観光協会など市内12カ所にレンタル傘「結ばあちゃんの傘」を継続設置
・奥越前観光連盟と連携し旅館などが参加する「おもてなし講座」を実施（R1）
・観光ボランティアガイドの活動に対し継続支援
・商工会議所が輝センターに「大野丸タペストリー」を展示（R3）
・まちなかの既存の門型誘導サイン22カ所を多言語表記にして更新（R1）し、新規で
３カ所追加設置（R2）

基本戦略２ おもてなし力の向上

○観光関係団体と連携した出向宣伝と情報発信
○ホームページやＳＮＳを活用した、口コミ情報の充実と提供
○観光ニーズなど旬の情報収集と活用

・㈱平成大野屋や農林樂舎と連携し出向宣伝を継続して実施（H29～）
・「結の故郷フェイブック」に加え「大野公式ＬＩＮＥ」を開設（R2～）
・「天空の城」を観光パンフレットの表紙やポスターに採用（H29～）
・道の駅「越前おおの 荒島の郷」の総合案内所に観光用デジタルサイネージを整備し
季節ごとの観光情報を発信（R3）

・観光協会のアンケート結果を基に一乗谷朝倉氏遺跡、丸岡城と連携した御城印事業を
実施（R1～）

基本戦略３ 魅力の発信力と情報収集力の強化

○大野・勝山・永平寺周遊・滞在型観光推進エリア創出計画の実施
○ゆかりのある地域との観光連携の推進
○国際観光の推進

・観光パンフレットや観光マップ、文化施設（城、田村家、内山家）のリーフレットな
どを多言語化（H29～R2）

・各観光施設にＷｉｰｆｉやキャッシュレス決済の導入、洋式トイレの更新を実施（H29
～）
・近隣市町と連携しカーナビアプリ「ナビタイム」でチェックインラリーを実施（R1）
・県内嶺北の酒蔵28蔵などを巡るガイドブック「ふくい酒蔵ある記」を実施（R1～）
・㈱モンベルなどが推奨する人力での新しい旅のスタイル「ジャパンエコトラック」に
「九頭竜・荒島岳」エリアが登録（R3）
・レンタサイクル「九頭竜ぐるっとペダル」を大野・勝山・永平寺エリアで開始（R3）
・越前美濃街道を横断するサイクルコースを造成し「ツール・ド」に登録（R3）

基本戦略５ 広域観光交流の拡大

文化施設パンフレット九頭竜ぐるっとペダルサイクル風景

道の駅「越前おおの 荒島の郷」御城印天空の城ポスター
観光案内看板結ばあちゃんの傘大野丸タペストリー

○ゆっくりと癒されるまちなか観光の推進
○自然を満喫する越前おおの型エコ・グリーンツーリズムの推進
○四季折々の魅力を活かした観光地づくり

・観光協会で「酒桝コレクションラリー（H30）」や「大野まちつむぎ～手ぬぐい散歩～
（R1）」 「御清水提灯ライトアップ（R2～）」「はしごスイーツ（R3～）」を実施
・大野市化石発掘体験センターHOROSSA！を整備（H29）
・六呂師高原の活性化の検討を県と連携し実施（R2～）
・官民連携し「星空ハンモック」を開発（H30～）
・民間事業者が展開する観光体験メニューの造成及び実施を支援（H30～）
・旅館などで地元食材を使った朝ごはんを提供する「めぐみごはん」を実施（H30～）
・じゃらんと連携し観光体験の磨き上げと造成、販売ＰＲを実施（R2、3）
・宿泊事業者に対し新食メニューの料理講座を実施（R1）
・「おおのまるごと満喫キャンペーン」で割引クーポンを
発行し観光体験メニューの提供を推進（R2）

基本戦略４ 周遊・滞在型観光の推進

御清水提灯ライトアップ手ぬぐい散歩星空ハンモック



【資料３】 越前おおの産業ブランド力向上計画 骨子（案）について Ｒ３．７．１

〇ポイント
・ドメインコンセンサス（市民の合意形成）とフレキシビリティ（柔軟性）
・選択と集中
・実践的で実行力のある計画、楽しみながら取り組める計画

〇構成
【第１章】
ブランド戦略・観光ビジョンの振り返り→目標・目的を明確にする＝「稼ぐ」に繋げる

【第２章】
柱となるテーマの設定
・自然環境、環境共生、生命を守る、生命と向き合う など第３章に繋がるテーマを選定する
・Society5.0、ニューノーマル、ＳＤＧｓの要素などについても検討

【第３章】
素材別戦略シート（追加・修正可）
・①米②そば③新しい素材（荒島ポーク、清流サーモンなど）④水⑤星空⑥大野が誇る企業…etc. ※資料４参照

←公式ラインを活用し市民アンケートを実施

【第４章】
ＰＲ戦略と観光など実践計画
・素材別戦略シートを基にストーリー化 ex)星空×米、水×商店街など
・実践的な取組、市民・事業者を巻き込む

ex)①大野特別ＰＲチーム（Ｏno Ｓpecial Ｐr Ｔeam）の結成、ＳＮＳを中心に大野を積極的にＰＲしている人を任命
②飲食店に共通のＰＯＰ（大野産米→一つ星、特別栽培米→三つ星など）

※非公式にＷＧを結成し、意見収集する。計画策定後も精力的に発信してくれるひと（まちづくり会社、若手事業者等）

〇計画の概要

「越前おおのブランド戦略（Ｈ２５～Ｒ４年度）」及び「越前おおの観光戦略ビジョン（Ｈ２９～Ｒ３年度） 」を統合し、「越前おおの産業ブランド力向上計画」を策定
する。計画は、地域資源を観光の視点を含めて戦略的に磨き上げ、事業者の「稼ぐ力」に繋げていく実践的なものとする。

〇計画期間

Ｒ４～Ｒ８年度



【資料４】 素材別戦略シート（イメージ、アンケートを基に第２回までに案を作成）

素材名

現状と課題

取り組み
（市民）

取り組み
（事業者）

取り組み
（行政）

米

・福井県内ではブランド力がある
・飲食店ではＰＲしていない
・ふるさと納税の返礼品Ｎｏ．１

・大野の米のなかでもまだまだ差
別化、ＰＲできる

大野のお米を食べたらＳＮＳで発
信する

大野産米を使用している店舗で
共通のＰＯＰを用いてＰＲする

・ふるさと納税
・ＰＯＰの制作
・平成大野屋

荒島ポーク

・安川さんが生産
・使用飲食店は２店舗
・注目度はある
・仕入れ方が分かっていない

一度食べてみる。感想を友人に
伝える

メニューに取り入れる
共同で仕入れる
共通のＰＯＰを用いてＰＲする

・道の駅
・ＰＯＰの制作
・素材や料理の撮影
・広報

星空

・星空保護区への認定を目指し
ている
・光害
・稼ぐにどう繋げるか

消灯イベントに参加
星座について語れるようになる

魅力的な宿泊プランの提案
星をテーマにした商品の開発

・保護区認定
・六呂師での取り組み
・ＰＲ


