
食
・
地
場
産
品

歴
史
・
文
化
・
伝
統

大
野
人

自
然
環
境

大野市平成 25 年 2月策定
平成 30 年 2月改訂

越前おおのブランド戦略

越
前
お
お
の
ブ
ラ
ン
ド
戦
略

大
野
市





　本市は、九頭竜川の源流に位置し、緑豊かな自然環境とおいしい水と食に恵まれ、歴史、文化、伝

統が息づく魅力ある奥越前の中心都市として歩んできました。越前大野城から見下ろす市街地は、短

冊状に区切られたまち並みや寺院が連なる寺町通りなど、城下町としての風情を色濃く残し、市街地

に続く田園地域やまちを囲む山々は、四季折々に変化し、その風景は、市民だけでなく来訪者の心も

癒すものとなっています。

　これら本市が誇る多彩な魅力を磨き、市外・県外の方々に広く知っていただくため、平成25年２月

にブランド化への取り組みの基本的な方向性を明らかにした「越前おおのブランド戦略」を策定しまし

た。本戦略では、まち全体のイメージを打ち出すブランド・キャッチコピーを「結
ゆい

の故
く に

郷 越前おおの」

と定め、ブランド・ロゴを作成し、地域資源の磨き上げと魅力の発信に努めてまいりました。これま

での取り組みの結果、観光客の増加や新しい特産品などが生まれるなど本戦略の効果は得られており

ますが、まだまだ本市の魅力を十分に伝えられているとはいえません。

　そこで、今後控える福井しあわせ元気国体・元気大会や東京オリンピック・パラリンピックの開催、

中部縦貫自動車道や北陸新幹線の延伸、全国的な地方創生や人口減少対策の取り組みなど、本市を取り

巻く社会経済情勢の変化を踏まえ、この度、本戦略の改訂を行いました。今回の改訂では、「大野人」、

「歴史・文化・伝統」、「自然環境」、「食・地場産品」の各分野ごとに重点方針を定め狙いを明らかにすると

ともに、分野間の一体感を醸成するため、「結の見える化」、「水を通じたブランディング」、「稼ぐ力」

という視点を新たに設けブランド化に取り組んでいきます。

　「結の故郷 越前おおの」にふさわしい人やまちとなるため、引き続き市民の皆様や事業者の方々など

地域全体が一体となって、「結」の価値を守り育てるとともに、ブランド化への取り組みを通じて、市

民の皆様が地域に自信と誇りを持つとともに、市民所得の向上につなげていくことが大切であると考

えています。

　結びに、本戦略の改訂に当たり、ご尽力賜りました結の故郷推進委員会の委員の方々をはじめ、ア

ンケート調査にご協力いただきました市民・事業者・関係団体・関係機関の皆様

に厚くお礼を申し上げます。

大野市長

越前おおのブランド戦略の改訂にあたって
～越前おおの総ブランド化を目指して～

　平成30年２月
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大切にしたいこと、伝えたいこと

今もずっと続いている笑顔で、

元気にあいさつをしましょう。

きれいな水、豊かな自然、

そこから生まれるおいしいものを自慢しましょう。

きれいな街中、きれいな農山村の風景、

これからも、みんなで守り続けましょう。

小さい魅力、大きい魅力、

自分たちで見つけ、多くの方に伝えましょう。

大野の人が作ったもの、この土地で生まれたもの、

みんなで買って、食べて、メイドイン越前おおのを育てましょう。

越前おおのの魅力を育ててゆくには、

みんなの結
ゆい

の力が必要です。

いろいろな形で

今、続いていること。

今、あるもの。

これから、創り出されるもの。

みんなで、大切にし、伝え、取り組むことで、

私たちの住む越前おおのの魅力が増し、

ブランドとして創られていきます。

「越前おおのブランドガイドライン」（平成25年策定）より



１　戦略の基本的な考え方と位置付け

1.1　戦略の目的

　越前おおの総ブランド化は、人、歴史、文化、伝統、自然環境、食など大野市が誇る魅力ある資
源の全てを越前おおのブランドとして磨き上げるとともに、大野市全体としてのイメージを大野市
内外にアピールすることで、市民が地域に自信と誇りを持つとともに、市民所得の向上につなげて
いこうとするものです。
　越前おおのブランド戦略（以下、「戦略」という。）では、ブランド化への取り組みの基本的な方向
性を明らかにしていきます。また、戦略に基づく施策の展開に当たっては、行政の取り組みだけで
なく、市民や事業者、関係団体など地域を構成するさまざまな主体がそれぞれの立場から参加し協
働していくことを狙いとし、人、歴史、文化、伝統、自然環境、食などの各分野に関連する個別計
画とも十分調整を図り推進します。

1.2　戦略の位置付け

　戦略は、第五次大野市総合計画（以下、「総合計画」という。）の将来像「ひかりかがやき、たくましく、
心ふれあうまち」の実現を目指して、総合計画に掲げる基本目標「越前おおのの魅力あふれる活力あ
るまち」の基本施策「越前おおの総ブランド化の展開」の推進に向けて、平成25年２月に策定してい
ます。

２　戦略に取り組む期間

　まちのブランドイメージを形成し、市民や事業者、関係団体など（以下、「市民等」という。）に対
するブランドイメージの浸透やブランドの価値の共有を図るためには、短期集中的な取り組みは
もとより、将来を見据えて継続的かつ計画的に取り組む必要があります。
　そのため、戦略策定時（平成25年２月）に計画期間を10年に定め、まずは平成25年度から29年度の
前半５年間の取り組みについて記載しました。そして、本改訂版においては後半５年間（平成30～
34年度）の取り組みについて記載し、ブランド化を推進していきます（図0-1参照）。

	図0-1　戦略の期間

はじめに

後半５年間（平成30～34年度）前半５年間（平成25～29年度）

平成30年２月改訂 平成35年３月末平成25年２月策定

1はじめに



３　これまでの戦略の評価

　平成25年２月に戦略を策定し、越前おおの総ブランド化に向けて取り組んできました。これま
での５年間に関する戦略の評価を、成果指標の結果、市民等へのブランド戦略アンケート調査結果、
学識経験者や市民等が参加する結の故郷推進委員会における意見を踏まえて記載します。

3.1　成果指標の結果に対する評価

　戦略策定時に成果指標に設定した㈱ブランド総合研究所が全国的に実施する「地域ブランド調
査」による認知度（平成29年に200位以内）、魅力度（同年に400位以内）の目標については、平成29年
の結果が認知度780位、魅力度660位と達成することができませんでした。
　この調査は200位以降の順位の変動が大きい傾向がありますが、戦略を策定する前の平成25年と
比較すると29年は認知度、魅力度を含む全ての項目で順位が上がっており、少しずつブランド力
がついてきているものと考えられます（表0-2参照）。
　しかしながら、大野市と地理的に近く歴史的につながりのある郡上市や高山市と比較すると、全
ての項目で大野市は低い状況にあります（表0-3参照）。
　また、平成25年から29年の認知度について、県内９市において比較したところ、大野市の認知
度は他市と比較して依然として低い状況にあるものの（図0-4参照）、この５年間で順位が上昇して
いることがうかがえます（図0-5参照）。

　
	

	

（出典：㈱ブランド総合研究所「地域ブランド調査」）

表0-2　地域ブランド調査結果　大野市の順位

年 認知度 魅力度 情報接触度 観光意欲度 居住意欲度 産品購入意欲度

H29目標 200位以内 400位以内

H29実績 780位 660位 740位 571位 719位 366位

H28  〃 793位 586位 735位 691位 865位 475位

H27  〃 740位 479位 719位 538位 544位 329位

H26  〃 860位 829位 875位 735位 858位 756位

H25  〃 851位 746位 863位 662位 779位 479位

（出典：㈱ブランド総合研究所「地域ブランド調査」）

表0-3　地域ブランド調査2017結果　県内他市や大野市と関連する都市

都市名 認知度 魅力度 情報接触度 観光意欲度 居住意欲度 産品購入意欲度

大野市 780位 660位 740位 571位 719位 366位

小浜市 359位 379位 331位 351位 761位 324位

勝山市 770位 660位 773位 696位 803位 539位

越前市 319位 240位 307位 177位 380位 45位

郡上市 516位 289位 378位 282位 470位 445位

高山市 130位 38位 119位 42位 128位 110位
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図0-4　地域ブランド調査　福井県内９市の認知度の推移

（出典：㈱ブランド総合研究所「地域ブランド調査」）
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3.2　ブランド戦略アンケート調査における評価
　
　戦略の改訂に当たり、平成28年度にブランド戦略アンケート調査（以下、「戦略アンケート調査」
という。）を実施しました。調査の概要、調査対象及び調査結果の総括については以下のとおりで、
調査結果の詳細については、末尾の参考資料を参照してください。
　なお、戦略を策定する際の平成24年度にも同様の調査を実施しています。

戦略アンケート調査報告書（平成29年３月）抜粋	

●調査の概要
　本調査は、これまでの戦略に基づく取り組みによる大野市の認知度・魅力度・ブランドイメー
ジなどの変化や、市民・国民のニーズ＊、トレンドなどの社会経済情勢の変化について把握し、
戦略改訂の基礎資料とすることを目的に実施します。
【調査対象】　市民、市内立地事業所、観光関連事業所、外部関係者へのアンケート調査
　　　　　来訪者への聞き取り調査、WEB＊アンケート調査（関東圏、関西圏、中京圏住民）

●調査結果の総括（調査受託者による総括）
○本調査の結果から、大野市が都市圏住民に認知されてきており、実際に来訪者数も増えている
ことがうかがえます。越前大野城が「天空の城」として注目されている中で、これまでのブラン
ド戦略の取り組みの効果が重なって、来客数の増加につながっている（図0-6、0-7参照）ものと
考えられます。調査結果からも、ブランド戦略により市民、外部関係者からは「観光客が増加
している」、「新しい特産品やサービスが生まれている」という評価を得ています。

○ブランド・キャッチコピー「結の故郷	越前おおの」については、市民の過半数が認知していま
すが、ブランド化を進める上では、さらに周知していく必要があります。二度のアンケート調
査を比較すると、「お互いに助け合い、支え合う結の心あふれるまち」のイメージが市民の中で
薄れてきているとみられます。一方で、今回の調査では、来訪者の３分の１は、あいさつや親
切な応対を通じて「結」を感じると評価しています。

○現在の大野市は、市民・外部関係者ともに「清らかな水」「豊かな自然」が強くイメージされてお
り、都市圏の住民が旅行の行先を決める際に最も重視している「美しい景観（自然等）」とマッチ
します。これらを「天空の城」効果と組み合わせて強く前面に押し出していくことが今後求めら
れるといえます。

○全体的には、これまでのブランド戦略による効果は得られており、今後の大野ファンの増加が
期待されます。　

	

＊ニーズ：要求、需要、必要性
＊WEB：インターネット上で文字・画像などをレイアウトして見せ、簡単に閲覧できるようにするためのもの
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図0-6　越前大野城入館者数

（出典：大野市調べ）

図0-7　大野市観光入込客数

148

183

153 154

154

194

207
213

100

150

200

250

22 23 24 25 26 27 28

［万人］

［年］H21

越前大野城
築城430年祭

結の故郷
発祥祭

23,206

32,735
25,382 25,374

25,261

49,453

65,231
70,066

0

20,000

40,000

60,000

80,000

22 23 24 25 26 27 28

［人］

［年度］H21

越前大野城
築城430年祭

結の故郷
発祥祭

天空の城
PR開始

（出典：大野市調べ）

5はじめに



3.3　評価の総括

　3.1、3.2及び結の故郷推進委員会における意見を踏まえ、これまでの戦略に関する評価をまとめ
ると以下のとおりです。

［総論］ 観光客の増加や新しい特産品などが生まれ、全体として戦略の効果は得られている

主な意見など
▷市民や外部関係者は、「観光客の増加」と「新しい特産品やサービスが生まれている」ことをブ

ランド戦略の効果にあげている（戦略アンケート調査より）
▷「天空の城 越前大野城」が話題となるなどメディア＊への掲載が増え、観光客数が伸びている点

は評価できる（結の故郷推進委員会より）
▷戦略に取り組んで以降少しずつまちのブランド力がついてきている（地域ブランド調査結果より）
▷全体的にはこれまでのブランド戦略による効果は得られている（戦略アンケート調査より）

［各論１］ 認知度について ⇒ 課題： 情報発信が不足

主な意見など
▷大野市の全国的な認知度や魅力度は依然低いままである（地域ブランド調査結果より）
▷都市圏住民へのWEBアンケートでは大野市の認知度は大きく上昇している（戦略アンケート調

査より）
▷来訪者が不足していると感じているものは「PR＊・情報提供」が最も高い。具体的な意見として、
「観光のアピールが不足」、「観光地へのルートや宿泊案内などの情報の不足」、「道路の案内板
が少ない」などが多くみられる（戦略アンケート調査より）

▷来訪者、都市圏住民ともに旅行先を決めるきっかけとしては、「家族・友人・知人の話（口コミ）」
の割合が最も高い（戦略アンケート調査より）

［各論２］ 稼ぐ力について（市民所得の向上との関連） ⇒ 課題： 少ない観光消費額

主な意見など
▷観光客数は伸びているものの、観光消費額が少なく（表0-8参照）、稼ぐ力・経済的な発展が十

分に見られていない（結の故郷推進委員会より）
▷今後磨くべき地域資源として、市民、観光関連事業所のいずれにおいても、「食文化・特産品」、
「自然環境」の割合が高い（戦略アンケート調査より）

▷都市圏住民が旅行の行先として重視するポイントは「美しい景観（豊富な自然等）」が最も高い
（戦略アンケート調査より）

▷大野を訪れる来訪者の目的は「市街地における歴史巡り（城・七間朝市・寺町通り等を含む）」
が最も高い（戦略アンケート調査より）

　

＊メディア：新聞・テレビ・ラジオなどの情報媒体やその組織を指す。大きな媒体はマスメディアと呼ばれるが、同じ意味で使われることが多い
＊ PR：パブリックリレーションズの略。組織が組織を取り巻く人々とより良い関係をつくり出すための考え方及び行動
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［各論３］ 戦略の市民への浸透について ⇒ 課題： まちをあげての機運の醸成が不足

主な意見など
▷市民の56.8％がブランド・キャッチコピー＊を認知している（戦略アンケート調査より）
▷市民、外部関係者ともに、「お互いに助け合い、支え合う結の心あふれるまち」を望ましい未来

として強くイメージしているものの、市民の現在のイメージは前回の調査より低下している（戦
略アンケート調査より）

▷市民の中で、今は「結」を感じることが少なくなっているという声がいくつかみられる（戦略ア
ンケート調査より）

▷ブランド化へのキーワードである「結」について、行政だけでなく市民も語り自慢できるよう
にならないといけない（結の故郷推進委員会より）

▷来訪者の３分の１は、あいさつや親切な応対を通じて「結」を感じている（戦略アンケート調査
より）

　

表0-8　観光消費額の比較（平成28年 福井県、高山市、大野市）

金　額
内　訳

観光客数
土産品 飲食費 交通費 その他

福井県 4,503円 13,531千人

うち県内客 3,256円 1,036円 2,220円 7,951千人

うち県外客 6,279円 1,924円 4,355円 5,580千人

高山市 9,305円 3,611円 2,981円 1,099円 1,615円 2,317千人

大野市 2,547円 2,547円 2,130千人

※大野市以外のサンプルは、インターネット上で観光消費額を把握できたもの （出典：大野市調べ）

＊キャッチコピー：人の注意をひく広告文、宣伝文

7はじめに



４　改訂時の主な課題と方策

　「３	これまでの戦略の評価」に基づき、改訂時のブランド化への主な課題と、課題に対しこれか
ら取り組むべき方策は以下のとおりです。

話題性のある効果的な情報発信を
　大野市の認知度は、改善はされているものの低いままであり、来訪
者も「PR・情報提供」に不足を感じており、引き続き情報発信に努め
る必要があります。
　情報発信をする際には、よりメディアに取り上げられるよう企画の段
階から話題性や口コミが生まれる工夫をし、効果的に進めていきます。

観光地としての魅力を高め稼ぐ力の追及を
　観光客数は増えているものの観光消費額は他市と比べて少なく、ま
だまだ伸びしろがあります。観光客が求める「自然環境」や、磨き上げ
が足りないとされる「食・地場産品」などのブランド化による価値の向
上を進めるとともに、結の心によるおもてなし力の向上や地域資源の
楽しみ方の充実などにより観光地としての魅力を高めることで、周遊
性の向上や来訪者の滞在時間の増加を促し、市民所得の向上につなげ
ていきます。

全ての大野人で総ブランド化を 
　まちのブランド化は、行政のみならず市民等と連携し取り組んでい
くことが必要です。コンセプト＊である「結」が市民の中で守り育てられ
るよう努めるとともに、戦略に基づくブランド化施策について、市民
等の理解や共感が得られる取り組みをこれまで以上に進め、市民等と
行政とが一体となって、まち全体で機運を高めていきます。

情報発信が不足

少ない観光消費額

まちをあげての
機運の醸成が不足

課　題 方　策

＊コンセプト：1概念。2企画・広告などで全体を貫く基本的な観点・考え方
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５　改訂にあたっての基本方針

　「３	これまでの戦略の評価」及び「４	改訂時の課題と方策」を踏まえ、戦略の改訂に当たっての基
本的な方針は以下のとおりです。

○戦略の目的である、市民が地域に自信を持つとともに市民所得の向上につなげることは、目的
として相応しく、戦略としての一貫性や継続性を重視し引き続き継続します。

○ブランド・コンセプトやブランド・キャッチコピー、ブランド・ロゴ＊についても、一貫性や継
続性を重視し引き続き継続します。ただし、地域資源を分類し分野別に定めたブランド・サブ
コピーについては戦略策定後５年間での使用実績が乏しく、今後も使用する機会があまり想定
されないため廃止します。

○戦略の体系について、地域資源を分類し磨き上げる分野別ブランド化戦略と情報発信などを行
う広報戦略とに分類する戦略の体系を継続します。ただし、広報戦略については広報に加えて
市民等とのより良い関係を築く意味合いを含むPR戦略に改めます（詳細は第３章を参照）。

○分野別ブランド化戦略について、分野別の四つの分類（「大野人」、「歴史・文化・伝統」、「自然
環境」、「食・地場産品」）は継続しますが、その後の構成が細分化されていてわかりにくいため
分野別ブランド化戦略の構成を見直します。具体的には、分野別に重点方針を定めるとともに、
市民等に期待する役割、行政の施策などを明記します。また、分野を横断した視点を定めて取
り組むこととします。

○成果指標について、地域ブランド調査による認知度及び魅力度は引き続き継続します。ただし、
目標値は同調査の傾向や目標とする他市の順位を参考に変更します。また、稼ぐ力や市民所得
の向上との関連から経済性を測る指標と、市民等への戦略の浸透具合を測る指標とを新たに追
加します。

　また、改訂前後の主な変更箇所を表0-9に示します。

＊ロゴ：ロゴタイプの略。図案化・装飾化された文字・文字列のこと
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当初の戦略 改訂後の戦略

戦略の目的

・市民が地域に自信を持つ
・市民所得の向上につなげる
　そのために地域資源全てを越前おおのブラン
ドとして磨き上げ、市全体としてのイメージを
市内外にアピールする

継続

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。 継続

ブランド・キャッチコピー 『結の故郷 越前おおの』 継続

ブランド・サブコピー

【大野人】
　結の精神で結ぶ大野人のぬくもり
【歴史・文化・伝統】
　先人からの伝承で結ぶ越前おおののあゆみ
【自然環境】
　美しく豊かな自然で結ぶ四季の魅力体験
【食・地場産品】
　大野人と豊かな自然の調和で結ぶ里の味と技

廃止

期間 10年間 継続
（改訂後は後半５年間を記載）

ブランド戦略の体系

Ⅰ 分野別ブランド化戦略
１.	大野人
２.	歴史・文化・伝統
３.	自然環境
４.	食・地場産品

Ⅰ 分野別ブランド化戦略
継続

Ⅱ 広報戦略
１.	結の故郷の浸透戦略
２.	地域ブランド・デザイン戦略
３.	地域ブランド・コンテンツ戦略
４.	地域ブランド・チャネル戦略

Ⅱ PR戦略
変更

（PR戦略に変更、内容も変更）

基本戦略・基本施策 基本戦略及び基本施策の構成 変更

表0-9　改訂前後の主な変更箇所

５.	分野間連携戦略
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６　大野を取り巻く社会経済情勢　

図0-10　大野を取り巻く社会経済情勢

●東京オリンピック・
　パラリンピック開催

●福井しあわせ
　元気国体・大会開催

●インターハイ開催

●ラグビー
　ワールドカップ開催

●北陸新幹線
　敦賀開業予定

＜北陸新幹線＞

●中部縦貫自動車道
　大野油坂道路
　全線開通を要望

＜中部縦貫自動車道＞

●重点道の駅
　「(仮称)結の故郷」
　供用開始予定

＜重点道の駅＞

●ワールド・マスターズ
　ゲームズ2021関西開催

平成30年
(2018) 

31年
(2019)

32年
(2020)

33年
(2021)

34年
(2022) 以降

県
内
・
市
内

全

　国

図0-11　大野市総人口の推移

（出典：総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」）
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１　ブランド・コンセプト、キャッチコピー、ロゴ

1.1　ブランド・コンセプトの定義

　ブランド・コンセプトは、越前おおの総ブランド化の展開を図るために、越前おおのブランド
の根本となる考え方を明らかにしたもので、次のように定めており、戦略策定時にブランド・コ
ンセプトを定めるに至った要素の整理を、図1-1に示します。

「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。

　　	

　　	
　

図1-1　ブランド・コンセプトの要素（戦略策定時の整理）

第１章  ブランド戦略

※地域資源の棚卸に係る抽出は、市民アンケート調査、外部関係者アンケート調査に基づく	
　社会文化文脈への考察に係る抽出は、WEBアンケート調査に基づく	
　地域ブランド価値（体験）に係る抽出は、市民アンケート調査、観光関連事業所アンケート調査に基づく
　これらアンケートはすべて戦略策定前の平成24年度に実施したもの	

ブランド・コンセプト

地域資源の棚卸（市民・外部関係者）

地域ブランド価値（体験）

○結の精神　○のんびりと温和、保守的で忍耐強い市民
○金森公・土井公

○荒島岳　○九頭竜湖　○イトヨ　○六呂師高原

○名水・御清水　○里芋　○米　○地酒
○醤油、味噌、豆腐、酢などの発酵食品　○とんちゃん

○北陸の小京都　○歴史的風情の残る町割　○越前大野城
○七間朝市　○寺町通り　○宝慶寺

社会文化文脈への考察（都市圏住民ニーズ）

○おいしい食
○水・空気・景色・心のきれいさ
○四季折々の豊かな自然
○高原・湖・スキー場・キャンプ場での観光

○歴史ある城下町

○のんびり伸び伸び
○人情の厚さ、ふるさと

「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。

ひかりかがやき、たくましく、
心ふれあうまち

○豊かな自然とゆとり、安心
○のんびりした雰囲気とゆとり、安心

○アウトドア体験　　　○人の温かさと結の精神

第五次大野市総合計画将来像
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1.2　ブランド・キャッチコピーの定義

　越前おおののまち全体のイメージを市の内外に強く打ち出す言葉であるブランド・キャッチコ
ピーをブランド・コンセプトに基づき、次のように定めており、改訂後も継続して定義します。

結
ゆ い

の故
く

郷
に

 越前おおの

1.3　ブランド・キャッチコピーに込められた意味

　「結」という言葉には、昔の村の生活において、田植えや稲刈りなどの農作業、植林などの山仕事、
道路を直したり橋を付け替えたりなどの修繕、そのほか冠婚葬祭などのさまざまな仕事をお互い
に助け合う習慣の意味があります。
　以上の意味のほかに、戦略では、越前と美濃を結ぶ街道の役割や幕末の時代に大野藩の財政危
機を救うため、越前おおのと全国各地を結んだ大野屋の実績など、これまでの歴史において越前
おおのが地域と地域を結ぶ役割を築いてきたことや、現代においては、「広域観光の展開」や「姉妹
都市・友好交流市などとの交流」、「中部縦貫自動車道の整備による日本海側と太平洋側の産業や
経済の循環」など、国内外の各地域の活性化に結び付く役割を担っていく意味も込めています。
　このように、生活や地域が結びつきながら、ゆっくりと営んできた越前おおのを、「結」が詰まっ
た一つの故郷（くに）として表現したものです。

1.4　ブランド・ロゴ

　越前おおのの魅力を伝えるためや「結」を伝えるシンボルとして、「結の故郷	越前おおの」のブラ
ンド・ロゴを平成25年度に策定（図1-2参照）しており、さらに浸透させていきます。ブランド・ロ
ゴの仕様に関する詳細については参考資料を参照してください。
　なお、ブランド・ロゴの策定に伴い、過去に作成した大野市シンボルマークなどのブランド関
連ロゴは順次廃止します。

●かたち
　大野盆地と大野市のランドマークのひとつである荒島岳をイメージ
しています。その組み合わせが「結」を象徴するように結び目をシンボル
化しています。結の心によって、越前おおのが一つになり、美しいまち
を築き上げている様子を表現しています。

●書体
　400年以上の城下町の風情を残すまちなみや七間朝市に代表される長
い歴史と伝統、そして、そこに住む人々の素朴であたたかい人柄の両面
を表現するために、伝統的な明朝体の骨格を元に、芯を太く、全体に柔
らかな印象のオリジナル書体としています。

図1-2　越前おおのブランド・ロゴ
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　２　「結
ゆ い

」のブランド価値

　「結」の持つ価値は、市外の人たちに対し、温和でやさしい大野人の人柄が伝えられるとともに、
言葉の響きから癒やしや安らぎを与え、現代に失われつつある人と人とのつながりや助け合いの
気持ちを呼び起こせることです。戦略アンケート調査からは、来訪者の３分の１が、市民からの
あいさつや親切な応対により「結」を感じることができたと評価しています。
　また、「結の故郷	越前おおの」は資源を限定した一点集中型のキャッチ・コピーではないことか
ら、さまざまな大野の魅力や資源を包み込んで表現することができるとともに、精神性を表す言
葉は流行に左右されることなく、長くその価値を共有し磨いていけることです。
　他方、「結」という価値が分かりにくく市民への浸透が進んでいない、あるいは市外の人に説明
することが難しい、といった指摘や、戦略アンケート調査からは、市民の中で「結」を感じること
が少なくなっているという回答がみられます。「結」に込められた意味やその価値を、市民等へ分
かりやすく伝え、今後より一層の浸透を進めていきます。

（出典：戦略アンケート調査）

図1-3　市民に聞いた「結」のエピソード

私は数年前夫を亡くし、女ばか
りの家庭になりました。やはり
男手がないと非常に辛いこと、
困ることが多々ありますが、ご
近所・村の人のおかげで今日ま
で何とかやってこられました。
ありがたい恩を返し、また、返さ
れていくうちに「結」につながっ
ているような気がします

越前大野名水マラソンは、地域全
体が助け合い、大会を盛り上げて
いるように感じます

地域の集まり（運動会や祭りな
ど）で親が子どもを見ているこ
とができない時でも、地域の方
みんなで見守っていてくれる。
普段からダメなところはきちん
と叱ってくれ、褒めるときはき
ちんと褒めてくれる。地域の方
みんなで育ててもらっている気
がします

大野-東京を往復していると、大
野の人の結びつきの強さをあら
ためて感じます

大野に住み40年以上になりまし
た。人のあたたかさに接せられ
幸せです

近所の人から、育てた野菜をい
ただいたり、大変な時はお互い
に助け合う

地元の高校生たちが大野で働い
ている人たちのポスターを作っ
ている（大野ポスター展）
この取り組みは地域の活性化に
も役に立っていると感じました

旬の食材のおすそ分け、各種イ
ベントでの助け合い、作業奉仕
活動など

助け合うこと。雪がたくさん積
もると近所の人と一緒にお互い
の屋根雪をおろしたりなど、助
け合ってする

引っ越したばかりの頃、大雪で
外出している間に近所の人が雪
をきれいにどけてくれていた

地区の草刈り、花壇の手入れ、区
民がほぼ全員参加して行うと
き。人が集まり清掃等が素晴ら
しく成し遂げられてうれしく思
える

イベント開催時は、どこの催し
会場でも結の精神を感じること
ができて、とてもなごやかな気
分になれる

葬儀の時の集落での助け合い
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図1-4　戦略の体系図

３　戦略の構成

3.1　戦略の構成と体系図

　戦略では、ブランド・コンセプトを柱に、戦略の体系を「分野別ブランド化戦略」と「PR戦略」に
分けます。分野別ブランド化戦略では、資源を「大野人」「歴史・文化・伝統」「自然環境」「食・地場
産品」として分類し体系化します。PR戦略では、全てのブランド化施策に共通するPRの進め方（共
通事項）と個別のブランド化施策に関するPRの進め方（個別事項）について示すとともに、行政にお
ける情報発信の進め方などを盛り込み構成します。戦略の体系図を図1-4に示します。

＊コーディネート：物事を調整すること、間に立ってまとめること、全体の調和をはかること
＊ターゲット：標的、まと。商品の販売活動で狙った購入者層やサービスの対象者層のこと

大野人

越
前
お
お
の
ブ
ラ
ン
ド
戦
略

分
野
別
ブ
ラ
ン
ド
化
戦
略

ブランドを確立する上
で、ベースとなる人を
磨いていく。資源を磨
き上げコーディネート＊
する人、来訪者におも
てなしを届ける人、結
の心を継承し大野を誇
りに思う人づくりを進
める。

歴史・文化・伝統

歴史あるまちのイメージを保持しながら、新たな
魅力を加えてまちづくりを展開する。天空の城 越
前大野城の活用、景観の保全や建築物の利活用、
受け継がれる文化や伝統の伝承とその情報発信な
どを行う。

自然環境

春夏秋冬の自然の美しさや水などの恵みは貴重な
資源であり、魅力を再認識し保存するとともに、
稼ぐ力の観点から磨き上げる。水を生かした取り
組み、アウトドアを体験できる機会の充実、星空
や化石の磨き上げを行う。

食・地場産品

稼ぐ力や市民所得の向上に向けて食・地場産品の
ブランド化は不可欠。重点道の駅「（仮称）結の故郷」
の開業を見据え、大野ならではの食の磨き上げ、
農林産物の価値向上、土産品などの競争力の強化
に努める。

共通事項

Ｐ
Ｒ
戦
略

PRする資源や取り組みを探索・整理
し、ストーリーとして関連づけ、越前お
おののブランドイメージを形作る。ブ
ランド・キャッチコピーやロゴの使用
を徹底し、外へ発信するデザインの統
一性やフレーズの定形化などにより
全体を調整する。

個別事項

PRする個別の資源や取り組みにつ
いてターゲット＊を設定し、効果的
に訴求するよう情報発信の手法を
選択する。
情報が拡散されるよう選択した媒
体の特徴や時期を踏まえ複合的に
情報発信を仕掛けていく。
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3.2　戦略の展開イメージ 　

　戦略の展開イメージを図1-5に示します。

	

戦略の展開イメージの解説
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○戦略は、「分野別ブランド化戦略」（図下段）と「PR戦略」（図上段）に分けて構成します。

○分野別ブランド化戦略は、ブランドを確立する上でベースとなる「大野人」の上に、「歴史・文化・
伝統」、「自然環境」、「食・地場産品」が位置します。括弧書きの中には、想定する主な推進主体
を記載しています。

○矢印は、地域資源などが分野別に磨き上げられ、PR戦略を経由して商品やサービスとして提供
される流れを表します。また、矢印には情報発信も含まれます。

○PR戦略では、ブランド・ロゴを使用するなどし越前おおのブランドの商品やサービスであるこ
とを示す「共通事項」と、各商品やサービスそれぞれに定めたターゲットに対し、効果的に訴求
することを目的に情報発信手法を選択する「個別事項」との２段階に分けて展開します。

図1-5　戦略の展開イメージ

情報発信、商品、サービス、おもてなし

個別事項個別事項

共通事項

大野人（すべての大野市民）

歴史・文化・伝統
（主に関係団体、事業者）

自然環境
（主に関係団体）

食・地場産品
（主に事業者）

分
野
別
ブ
ラ
ン
ド
化
戦
略

Ｐ
Ｒ
戦
略

越
前
お
お
の
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
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　3.3　戦略を展開する上での行政と市民等との相関図

　戦略を展開する上での行政と市民等との関係を図1-6に示します。行政がブランド化施策を進め
る上では、インナーブランディングとアウターブランディングを意識することが重要です。

	

インナーブランディングとアウターブランディングの解説
　　　　　　　　　　　　　　
○インナーブランディングとは、自分の強みや価値をしっかりと自覚し、組織であれば関係者全
員に共有させていくことです。行政が進めるブランド化施策においては、その意図や狙いが、
庁内はもとより市民等の理解や共感が得られ、まち全体で連携、協力して進めることです。

○アウターブランディングとは、お客様に対し自分の強みや価値が伝わりファンになってもらう
ことです。大野においては、観光客をはじめとするお客様に魅力を届け、お客様にその魅力や
価値が伝わりファンになってもらうことです。

○インナーブランディングにより市民等と行政とが一体となり、まち全体で機運を高め、お客様
に対してサービスなどを提供します（アウターブランディング）。それを受けたお客様が抱くま
ちへのイメージが越前おおのブランドとなります。

○市民等の理解や共感が得られないブランド化施策は、お客様に対しても本質の伴わないものと
いう印象を与えブランド化にはつながりません。ブランド化施策は、このインナーとアウター
の両ブランディング＊が、うまく機能することで効果が得られます。

図1-6　行政と市民等との相関図（インナーブランディングとアウターブランディング）

アウターブランディング

大野市全体

ブランド化
大野市が届ける魅力と
お客様が受ける魅力とが
一致しファンが増えると
ブランド化につながる

お客様（観光客など）

商品・サービス
おもてなし

イメージ・印象

インナー
ブランディング

一致

市民等協力、
参加行　政

共感、理解、ニーズ意図、ねらい

施策

大野市の
魅力

お客様が
受ける魅力

＊ブランディング：ブランドを構築するための活動
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第２章  分野別ブランド化戦略

１　分野別ブランド化戦略の基本方針

　分野別ブランド化戦略を進める上で、４分野それぞれについて改訂後の５年間で特に取り組ん
でいく「重点方針」を定めます。そして、重点方針に基づき市民等に期待する役割と行政の施策を
明らかにします（図2-1参照）。
　また、分野別の各施策間の方向性が整えられ施策の一体感を持たせることを目的に、各分野を横
断する三つの視点を設け、いずれかの視点を踏まえることでブランド化を目指します（図2-2参照）。

図2-1　分野別ブランド化戦略の構成

分野・重点方針 施 策

大野人

視 点

施策、事業

ü 結の故郷を支えていく大野人を育成する
ü 来訪者へのおもてなし力を向上する
ü 大野の魅力を知り、学び、伝える

歴史・文化・伝統

施策、事業
ü 越前大野城を継続して生かす
ü 守り伝えてきた歴史や文化、景観資源を活用する
ü 地域に受け継がれる文化や伝統を次代に伝承する

自然環境

施策、事業
ü 独自の水ブランドを築き「水の聖地」を目指す
ü アウトドアの資源と四季の彩りを磨く
ü 星空や化石の資源を磨く

食・地場産品

施策、事業
ü 大野ならではの食を磨く
ü 大野ならではの特産品の価値を高める
ü 土産品などの競争力を高める

稼
ぐ
力

水
を
通
じ
た
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

結
の
見
え
る
化
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図2-2　三つの視点とその狙い

水を通じた
ブランディング

結の見える化

稼ぐ力

　「水への恩返し	キャリングウォータープロジェクト＊」の推進や大野の
重要な資源である「水」の価値を高めるため、水を通じたブランド化の施
策を進めていきます。

（例２）水をたべるレストラン

　観光客数は増えているものの観光消費額は他市に比べて少ないとい
う課題があることから、大野産品のブランド化による価値の向上や観
光客の滞在時間を延ばす取り組みにより、観光地としての魅力を高め、
稼ぐ力をつけていく施策を進めていきます。

　ブランド・キャッチコピーにある「結」について、その価値がより一層
市民に認識されるとともに、来訪者へも「結」を感じてもらえる施策を進
めていきます。

視　点 狙　い

（例１）ふふふおおの（土産品開発プロジェクト）

＊水への恩返し	キャリングウォータープロジェクト：水を核とした市が進める地方創生プロジェクト
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２　分野別ブランド化戦略

2.1　大
お お の び と

野人のブランド化戦略

　越前おおのブランドを確立する上では、地域資源の掘り起こしや磨き上げ、古くから伝わる文
化や伝統などの継承が必要となりますが、そのベースには、それぞれの資源に誇りを持ち魅力的
に思う人の存在が必要です。
　また、ブランド・キャッチコピーにある「結」を育んできたのは人そのものであり、結の心を大
切にする大野人を育てていくことは戦略の根幹であることから、我が国が古くから守り伝えてき
た「結」の価値を、大野が守り育てていくことがブランドを確立する上で重要です。
　さらに、大野人が結の心で温かみのあるおもてなしを来訪者へ届けることで、来訪者へも「結」
が伝わり「結の故郷」にふさわしいまちのイメージが形成されていきます。
　大野人のブランド化戦略では、大野の伝統文化を育んできた結の心を次世代に引き継ぐととも
に、来訪者がより大野を魅力的に感じられるようおもてなしを充実させ、さらには、地域資源に
魅力を感じ、誇りに思い、その魅力を自ら発信する人づくりを進めていきます。

●大野人の重点方針

重点方針
視　点

結の見える化 水を通じた
ブランディング 稼ぐ力

結の故郷を支えていく大野人を育成する ○ ○

来訪者へのおもてなし力を向上する ○ ○

大野の魅力を知り、学び、伝える ○ ○
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重点方針 結の故郷を支えていく大野人を育成する

視　　点 結の見える化／水を通じたブランディング

狙　　い 　少子化により将来を担う子どもや若い人たちの減少が見込まれるなか、大野
に根付いてきた結の心を守り、次代を担う人々に伝えるためにも、大野の伝統
文化を育んできた結の心を理解し、ふるさとを想う大野人を育成していきます。
　さらに、そのような人材がゆくゆくは大野の社会を支えていくことが求めら
れていることから、小中高校生時代から、大野の社会や恵まれた水環境をはじ
めとした豊かな自然環境などについて深く学ぶことや、地域の大人との交流に
より地元で働くイメージを育むことなどを通じ、大野に住み続ける人や、一度
は大野を離れても大野へUターンしたり、大野の外に住みながらも大野に貢献し
たりする人材を育て、確保していきます。

市民等に
期待する
役　　割

市　民 ○ふるさとへの理解を深めます。

事業者 ○人材育成への協力と雇用の創造を通じて大野人の確保に努めます。

関係団体 ○人材育成への協力とふるさとを学ぶ機会を提供します。
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行政の施策 ○児童生徒のふるさと意識の高揚と次代の大野を担う人材の育成を図るために、
道徳や総合的な学習の時間に郷土に関する副読本を活用して郷土愛を醸成す
るとともに、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します。

○家族、人、地域の絆を大切にする心と大野への愛着心を醸成するために、小
学生が、ふるさと大野の未だ知らない魅力を地域の大人から教わる「わたした
ちのふるさとをめぐるツアー」を実施します。

○水に関する意識の啓発を図るために、「水への恩返し	キャリングウォーター
プロジェクト」の一つ「水のがっこう」において、小中学校での課外学習などの
地下水保全教育や、水の大切さについて学べる副読本「水の本」を使った出張
授業を実施します。

○自然環境を保全する心を育て、大野への愛着心を醸成するために、「越前おお
の環境基本計画」の重点プロジェクト「環境を想い行動する人づくり」に基づ
き、地域の食文化や水文化を育む大野の豊かな自然環境を学ぶ機会の提供に
ついて、部局を横断して取り組みます。

○「結」を育んできた農業を学ぶことで結の心を次世代に継承するために、越前
おおの農林樂舎において、学校、JAや関係機関と連携し、児童・生徒の田植え、
稲刈り、播種などの農業体験を実施します。

○大野への愛着心の醸成と地元で未来を切り拓く人材を育成するために、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」プロジェクトを展開します。

○世界レベルで水事情を考えることができる人材育成の場を創出するために、
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
携を図ります。

＊水への恩返しパートナー：水への恩返し	キャリングウォータープロジェクトに賛同し取り組みに協力する企業など
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＊ノウハウ：専門的な技術知識やその蓄積
＊DMO（ディーエムオー）：地域にある観光資源に精通し、地域の多様な関係者と協同して観光地域づくりを行う法人

重点方針 来訪者へのおもてなし力を向上する

視　　点 結の見える化／稼ぐ力

狙　　い 　観光客などの来訪者からは、あいさつや親切な応対により「結を感じること
ができる」との評価がある一方、せっかくの結の心をうまく伝えることができ
ず、「店員の愛想が良くない」（戦略アンケート調査より）など来訪者に良い印象
を与えることができないケースや、事業者などは、観光客向けの店構えや品ぞ
ろえなどについてのノウハウ＊が不足しているケースも散見されます。
　そのため、大野人のおもてなしを、より洗練された形で提供する事業者を増
やすための取り組みを進め、来訪者がこれまで以上に大野の魅力をじかに感じ
ることができる雰囲気を醸成します。
　また、観光客などが大野に不足していると感じる機能やサービスについて、
これまで十分な調査が行われていなかったことから、行政や関係団体が中心と
なり積極的な情報収集を進めます。その結果については、事業者などへの周知
啓発を通じて民間における観光に対する意識の向上を図り、それに基づく観光
客などの満足度向上のための各種取り組みを促進し、リピーターや大野ファン
を増やしていきます。
　なお、観光客は増加傾向にあるものの滞在時間が短く観光消費額が少ない課
題や、観光客のニーズを十分に捉えきれていないといった課題、観光関係団体
が複数あり各々が情報発信を行っているなど、各団体の活動範囲や役割が明確
になっておらず観光に注力する人材、資金などが分散している課題など、さま
ざまな課題があります。これら課題を解決し、まち全体での観光客へのおもて
なし力を一層向上するために、重点道の駅「（仮称）結の故郷」の開業も見据え、
大野の観光のけん引役となるDMO＊組織の設立などを目指していきます。

市民等に
期待する
役　　割

市　民 ○あいさつなどで来訪者をもてなします。

事業者
○観光客などのニーズを把握し、不足していると感じる機能や
サービスなどを充実します。

関係団体
○観光客などのニーズや動向を調査、把握します。
○来訪者への情報提供を丁寧に行い、サービスの質を高めます。
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行政の施策 ○結の心を持つ大野人の魅力を観光客に届けるために、市民等が、あいさつだ
けでなく観光の目的や大野の感想などを観光客に気軽に問いかけられるよう、
店舗で一声をかけたり、観光案内をしたり、まちなか遠足に来た小学生に声
をかけるなど、「おせっかい」を形にする啓発活動を進めます。

○観光客の滞在時間やニーズに合わせた最適な観光コースの提案を行うために、
観光客がどこでどれくらい滞在しているのかが分かるビックデータを解析し、
観光客の動向や嗜好を分析します。

○観光客の満足度向上を図るために、観光モデルコースの再構築や土産品の開
発（詳細は、分野別の「食・地場産品」に掲載）、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します。加えて、空き家や空き部屋を持つ
市民等に対し、空き家などを活用した民泊や農泊の取り組みが進められるよ
う支援策を検討します。

○観光客の満足度向上と滞在時間の延長につなげるために、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します。

○観光客へのサービスの質を高めるために、大野だけでなく周辺市町を含めた
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
をします。

○観光に対する市民等のおもてなしの意識と稼ぐ力を醸成し、観光を大野の産
業の柱の一つに育てるために、観光関係団体を取りまとめ、大野の観光のけ
ん引役となる自走できるDMO組織の設立などを目指し、必要に応じてそれら
の活動に対し支援します。

＊コンシェルジュ：観光スポットの案内や旅行のプランニングなどお客さまのリクエストに応えるスタッフ
＊Wi-Fi：無線でインターネットに接続できる技術、無線LAN規格
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重点方針 大野の魅力を知り、学び、伝える

視　　点 結の見える化／稼ぐ力

狙　　い 　越前おおのブランドの核である「結」は、古くから日本の各地で守られてきた
貴重な習慣であり、大野が中心となってその価値を守り育てていくことが重要
です。このため、市内外での各種活動において、積極的に「結」の価値を取り入
れるとともに、国内外の人々に「結」の価値をよく知ってもらえるよう、文化交
流や芸術活動などの手段を活用しながら、多くの人が参画する取り組みを進め
ていきます。
　加えて、地域資源に魅力を感じ、さらには誇りに思う大野人を増やし、育て
ていくため、市民自らが幅広く大野の魅力を知り、学び、その良さを再認識で
きる取り組みを進めます。
　さらに、観光客などは「大野のPRについて足りない」（戦略アンケート調査よ
り）と感じていることから、行政からの効果的な情報発信の方法を再構築するこ
とはもとより、市民に対しても大野の魅力を外に伝えるための適切な方法など
を周知することにより、観光に関連する事業者をはじめ、市民等が自ら効果的
な情報発信を行うことを促し、大野の認知度や魅力度を高め、経済的なメリッ
トの享受や、外部からの注目度の向上などによる大野に対する自信と誇りの向
上につなげていきます。

市民等に
期待する
役　　割

市　民

○大野の魅力を知り、学び、再認識します。
○大野の魅力を情報発信します。

事業者

関係団体

26 第２章  分野別ブランド化戦略



行政の施策 ○市民等が「結」の価値を再認識し、自ら大野の魅力を情報発信してもらうため
に、「結」の持つ価値や込められた意味について周知するとともに、利用促進
のために、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を
します。

○「結」の価値や大野の魅力を広く知ってもらうために、文化公演の実施と市民
が主催する取り組みを支援します。また、COCONOアートプレイスにおいて
は、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します。

○「結」の価値を育むとともに国内外に広く知ってもらうために、文化を発信す
る新たな手法の検討や越前大野感性はがき展の見直しを行います。また、さ
まざまな機会を捉えて、大野が支援をしている東ティモールの人々を招き交
流を図ります。

○市民等が地区の魅力を高めるとともに地区に自信と誇りを持つために、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、より高め合う取り組
みとして、意見交換や事例発表をする場を設けます。

○大野の認知度の向上に向けて効果的な情報発信を展開するために、庁内の体
制を再構築し、情報発信の実施やメディアへのプロモーション＊活動を展開す
るとともに、その効果検証を行い改善していきます。

○市民等へ大野の魅力を分かりやすく伝えるために、広報おおのや大野市公式
ホームページなどを通じて、各課室が収集した歴史・文化・伝統、自然環境、
食・地場産品やそれに携わる大野人について情報提供します。

○市民等が大野の魅力を知り、自ら大野の魅力を情報発信してもらうために、
Facebook＊やInstagram＊、Twitter＊などのSNS＊において大野ならではの統一し
たハッシュタグ＊を作成し、市民等がそれぞれの感性で大野や「結」を感じる景
色などの情報発信を促します。

＊プロモーション：販売を促進するための活動。販売、広告など
＊Facebook（フェイスブック）：米の学生向けコミュニティサイトとして開始されたSNS。さまざまな情報共有機能を持つサービス
＊Instagram（インスタグラム）：スマートフォンなどで撮影した画像を手軽に加工して共有できる画像共有サービス
＊Twitter（ツィッター）：スマートフォンなどから140文字以内で投稿ができるサービス
＊SNS：ソーシャル・ネットワーキング・サービスの略。社会的ネットワークをインターネット上で構築するサービス
＊ハッシュタグ：SNSにおいてハッシュマークのついたキーワード。ハッシュタグが付けられた投稿を検索すると、まとめて閲覧できる
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大野ポスター展

COCONOアートプレイス

中学生みこし

農業体験
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2.2　歴史・文化・伝統のブランド化戦略

　大野を訪れる来訪者の目的は、越前大野城や七間朝市、寺町通りなどを訪れる歴史めぐりが最
も多くなっています（戦略アンケート調査より）。加えて、これまでPRしてきた「歴史ある城下町を
持つまち」というまちのイメージは、少なからず市内外の人に浸透してきています（戦略アンケー
ト調査より）。特に、最近では「越前大野城」が雲海に浮かぶ天空の城として話題となり、大野の観
光客の増加や認知度を高める上でキラーコンテンツ＊といえます。
　一方、稼ぐ力という観点からは、日本や大野の人口が減少していく中で、大野ならではの歴史
あるまちの景観やイメージを保持しながら、変化する観光客などの需要に応じた新たなサービス
や価値を提供していくとともに、今後増加が見込まれるインバウンド（訪日外国人旅行）の需要を
意識した、外国人の視点からの地域資源の発掘や磨き上げ、情報発信を行うことなどが必要です。
　歴史・文化・伝統のブランド化戦略では、越前大野城の人気が一過性とならないよう、その価
値を継続して高め、インバウンドの需要も意識し活用していきます。また、先人が守り伝えてき
た歴史・文化・伝統を将来にわたって維持するため、その保全や伝承する人の育成を行うととも
に、現代における経済活動や社会のニーズなどを踏まえ、新たな価値の付加や新たな視点での活
用を促し、展開していきます。

●歴史・文化・伝統の重点方針

＊キラーコンテンツ：特定の分野を普及させるきっかけとなる圧倒的な魅力や集客力のある情報、サービス、商品などのこと

重点方針
視　点

結の見える化 水を通じた
ブランディング 稼ぐ力

越前大野城を継続して生かす ○

守り伝えてきた歴史や文化、
景観資源を活用する ○ ○

地域に受け継がれる文化や伝統を
次代に伝承する ○ ○
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重点方針 越前大野城を継続して生かす

視　　点 稼ぐ力

狙　　い 　「天空の城	越前大野城」は、大野の観光客の増加や認知度を高める上でキラー
コンテンツであり、この数年間の観光入込客数の増加に大きく貢献してきまし
た。一方で、この人気はブームと捉えられる側面もあります。人気が一過性と
ならないよう引き続きその価値を高め活用していくために、天空の城を目当て
に訪問する観光客がこれまで以上に快適に楽しめる環境の整備を促進し、リピー
ターの確保や口コミによる評価の向上を図ります。
　加えて、天空の城をきっかけに訪れた観光客が、大野のほかの地域資源を併
せて楽しめるように誘導するべく、サービスの充実と効果的な情報提供を行い、
大野での回遊性を高め滞在時間を延ばし、稼ぐ力へつなげていきます。
　さらには、天空の城というコンテンツ＊を最大限に生かしたプロモーションを
展開していきます。特に、外国人観光客に対する天空の城の訴求力は大きなも
のが期待できることから、外国への情報発信の方策や、外国における天空の城
などとタイアップしたプロモーションの検討など、新しい取り組みを進め、イ
ンバウンドも意識した新規客の掘り起こしに努めます。

市民等に
期待する
役　　割

市　民 ○越前大野城の魅力を情報発信します。

事業者
○城に関連した土産品や新しいサービスを提供するなど、城を目
当てにした観光客へのおもてなしを充実します。

関係団体
○情報発信や観光客への情報提供を丁寧に行いサービスの質を高
めます。

＊コンテンツ：中身、内容
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行政の施策 ○天空の城を目当てに訪れた観光客がこれまで以上に快適に楽しむために、よ
り多くの人々が訪れることのできる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ります。

○リピーターの確保や口コミによる評価の向上を図るために、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します。

○天空の城をきっかけに訪れた観光客が、市内のほかの地域資源を併せて楽し
めるように、大野の写真映えするポイントなど、それぞれのニーズにあった
ポイントを紹介します。

○越前大野城とその城下町に点在する市施設をめぐるまちなか周遊を促進する
ために、各施設などの魅力を高め一体的に情報発信するとともに、観光客の
利便性がより高まるよう開館時間などの運営の適切な調整を図ります。

○越前大野城を活用した新たな魅力を提供するために、ニーズを分析した上で、
越前大野城でのウエディングなどを検討します。

○インバウンドを意識した観光誘客を進めるために、「水への恩返し	キャリン
グウォータープロジェクト」でつながりができた国際連携を生かし、「天空」や
「城」をキーワードとして海外の観光スポットとタイアップしたプロモーショ
ンの検討を行います。
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重点方針 守り伝えてきた歴史や文化、景観資源を活用する

視　　点 結の見える化／稼ぐ力

狙　　い 　大野には、歴史や文化、景観などの地域資源が豊富にあります。その中でも
本戦略においては、稼ぐ力という観点から、特に効果的と考えられる以下のも
のについて、具体的な取り組みを進めます。
　大野のまちなかは、武家屋敷や町家、寺町通り、短冊状の町割りなどの城下町
の風情が残るまちなみに加え、御清水や背割水路などの名水のまちならではの資
源、結ステーションをはじめとした新しい観光施設が融合して、その魅力を形成
しています。歴史や文化が息づく景観形成地区（七間通り、五番通り、寺町通り）
エリアについては、その保全にこれまで以上に積極的に取り組むとともに、それ
以外のエリアにおいては、建築物を古いまま残すだけではなく、現代における生
活様式や経済活動に適合する形で再生するリノベーション＊を促進し、古さと新
しさが交じりあった活力ある魅力的なまちなみの構築を目指します。
　七間朝市は、市民の台所としてだけでなく地域の誇りとして400年以上続き、
その受け継がれた歴史そのものがブランド価値を持っています。このような中
で、出店者の高齢化や減少による運営体制の脆弱化、増加している観光客のニー
ズの多様化など、七間朝市を取り巻く状況は変化しています。今後も朝市の運
営に対して支援するほか、市民や観光客などのお客様に対するサービスの向上
を図り、時代に合った七間朝市に変化していくための取り組みにも支援してい
く必要があります。
　また、結の心が具現化された一つの形として、小コレクター運動で芸術家を
助けた市民の活動があり、現在でも数多くの絵画が大野に残されています。行
政においては、新たに開設するCOCONOアートプレイスを活用し、市民をはじ
め多くの人々が気軽に芸術に親しむことができる環境を整え、来訪者の増加を
目指します。さらに、来館者が購入したくなる土産品の開発を促進するととも
に、将来的には観覧料の適切な設定・見直しを行うなど、これまでの文化施設
から一歩踏み込んだ運営を行います。

市民等に
期待する
役　　割

市　民
○まちの環境美化や町家などの風情が残るまちなみ景観の保全
に努め、歴史や文化に親しみます。

事業者
○まちの環境美化や町家などの風情が残るまちなみ景観の保全、
古い建物の活用などに努めます。
○歴史や文化に親しみ、新たな魅力を加え活用していきます。

関係団体
○歴史や文化、景観資源の魅力とそれらを活用した新たな魅力
を情報発信します。

＊リノベーション：建物の改修。手を加えて性能を向上させ付加価値を与えること
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行政の施策 ○まちなみ景観や伝統的民家が形成する集落などの大野らしい景観の保全と、
良好な景観形成を推進するために、「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
します。特に、景観形成地区においては、良好な景観形成に寄与する外観の
修景を支援します。

○市民自らが景観形成の主体であるという意識を醸成するために、良好な都市
景観の形成を目的とする地域団体を認定し、その活動を支援します。

○古さと新しさが混じりあった活力ある魅力的なまちなみの構築を図るために、
空き家を活用した店舗形成に対し支援するとともに、商店街と連携しオープ
ンカフェなどによる魅力的な空間を創出します。

○歴史や文化、景観の魅力を観光客などに伝えるために、城跡や寺社、天然記
念物、歴史的建造物などをつなぐ観光ルートを、関係団体などと連携しパッ
ケージとして商品化を促し、観光商談会での情報提供や重点道の駅「（仮称）結
の故郷」などを通じて情報発信します。

○七間朝市のブランドを生かし、その魅力をより高めるために、朝市出店者で
構成する朝市出荷組合に対し、出店者の確保や後継者育成などの組織強化と
市民等への情報発信の充実や観光客へのサービスとして宅配便の導入など、
活性化に向けた取り組みを支援します。

○小コレクター運動の紹介を通じて結の心を広く知ってもらうために、COCONO
アートプレイスにおいて、市民所有の貴重な絵画を展示し、優れた芸術に触
れる機会を提供します。

○COCONOアートプレイスが市民の文化芸術の交流拠点となることを目指すた
めに、市民と協働し現代アート作家などとのワークショップの開催や市民交
流イベントを行います。

○COCONOアートプレイスの来館者を増やすために、来館者が購入したくなる
土産品の開発を促進するなど、文化施設から一歩踏み込んだ運営を行います。
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重点方針 地域に受け継がれる文化や伝統を次代に伝承する

視　　点 結の見える化／稼ぐ力

狙　　い 　地域に受け継がれてきた文化や伝統も貴重な越前おおのブランドですが、高
齢化や人口減少により、これらの伝承者の確保が危ぶまれています。そのため、
行政においては体制の充実を図るとともに、一人でも多くの人々に関心を持っ
ていただけるよう「おおの遺産」の認証制度なども活用しながら、その魅力を広
く情報発信し、伝承者となる人材の育成を支援していきます。併せて、各種芸
能などの語り伝えや記録の保存を進めます。
　加えて、これらの各種芸能などは、特に都市部に住む人々に対して大きな訴
求力を持つ観光資源となり得ることから、行政や観光に関係する団体において、
イベント情報などを広く発信します。将来的には、各種芸能などが観光モデル
ルートとして提供され、関係団体や事業者が観光誘客の受け皿を構築し、地域
経済へと還元させることで、各種芸能などの保全に役立つ経済循環を生み出す
ことを目指します。

市民等に
期待する
役　　割

市　民 ○地域に受け継がれる文化や伝統を知り、その伝承に努めます。

事業者
○地域に受け継がれる文化や伝統を知り、その伝承活動への支援
に努めます。
○関係団体などと連携し、観光誘客に向けた受け皿をつくります。

関係団体
○地域に受け継がれる文化や伝統を知り、その伝承活動に取り組
むとともに、魅力を情報発信します。
○事業者などと連携し、観光誘客に向けた受け皿をつくります。
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行政の施策 ○文化や伝統を研究し、その価値を見出していくために、博物館や歴史文化担
当職員などの資質向上や必要な体制の整備を図ります。

○文化や伝統を次代に伝承するために、日常生活の中で行われ、古くから伝わり
次世代に伝えていきたい行事、風習、生活習慣などを結の故郷伝統文化「おお
の遺産」に認証するとともに、民俗芸能をはじめとする伝統文化の保存と伝承
活動を支援します。

○各集落や町内会に伝わる文化や伝統を次代に伝承するために、高齢者が持つ
技能を子どもや若者に伝承する取り組みを支援します。

○文化や伝統を知ってもらうために、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」を実施するとともに、文
化や伝統について、写真やビデオに撮影し、データの収集と記録を行います。

○各種芸能などを広く知ってもらうために、イベント情報紙やホームページへ
の掲載、SNSによる情報発信、観光商談会などでの情報提供を行います。

○各種芸能などの保全に役立つ経済循環を生み出すために、各種芸能などの観
光資源としての価値を把握するとともに、将来的には、事業者や関係団体な
どが連携し取り組む観光誘客に向けた受け皿づくりを支援します。
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七間朝市

宝慶寺

天空の城 越前大野城

寺 町
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2.3　自然環境のブランド化戦略

　大野に住む私たちが、普段何気なく五感で感じている春夏秋冬それぞれの自然の美しさや楽し
さ、恵みは、市外の人たちにとっても魅力ある貴重な資源です。現に、都市圏住民は旅行先とし
て「美しい景観（豊富な自然等）」を重視する傾向が見られます（戦略アンケート調査より）。
　このような中、市民や観光関連事業所も、今後磨くべき地域資源として「自然環境」を推す声が
多いものの（戦略アンケート調査より）、市民等が感じる大野の自然環境の素晴らしさを、外に対
して十分に発信できておらず、また、その魅力はまだまだ磨くことができると考えられます。
　自然環境のブランド化戦略では、大野が、その地形的な環境や歴史的な背景により、独自の水
ブランドを築くポテンシャル＊を有していることから、「水の聖地」を目指していきます。また、美
しく豊かな自然の魅力を私たち自身が改めて認識し、名水、里地、里山、里川などの自然がもた
らす恵みの保全とその磨き上げを行うとともに、四季折々の自然がもたらす大野のアウトドアの
魅力について、観光客などが体験できる機会を充実させていきます。加えて、これまであまり磨
き上げることができなかった日本一に選ばれたことのある星空や地質的にブランド化への可能性
を秘めた化石について、その価値を検証するとともに磨いていきます。

●自然環境の重点方針

＊ポテンシャル：潜在すること。可能性としての力

重点方針
視　点

結の見える化 水を通じた
ブランディング 稼ぐ力

独自の水ブランドを築き
「水の聖地」を目指す ○

アウトドアの資源と四季の彩りを磨く ○

星空や化石の資源を磨く ○
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重点方針 独自の水ブランドを築き「水の聖地」を目指す

視　　点 水を通じたブランディング

狙　　い 　日本の中でも大野のような一つのまちの中で水の循環が完結している環境は
珍しく、水環境それ自体が貴重な資源です。加えて、大野には湧水の枯渇を市
民一丸となって乗り越えてきた歴史があり、その根底には、市民がお互いに助
け合う結の心があることから、他のいわゆる「名水のまち」とは一線を画す、独
自の水ブランドを発展させるポテンシャルを有しています。
　そのため、大野は単なる名水のまちにとどまらない、「水の聖地」としてのブ
ランディングを進めるため、「水への恩返し	キャリングウォータープロジェク
ト」を引き続き推進し、大野の水に対する市民等の自信と誇りをさらに高めると
ともに、国内外から大野の水環境、あるいは水を通じた各種の社会貢献活動へ
の尊敬・共感及び参画・連携を得ることで、大野の総合的なブランド価値をさ
らに高めていくことを目指します。

市民等に
期待する
役　　割

市　民
○水への理解を深め、水環境の保全に努めます。

事業者

関係団体
○水に関する知見の収集とその魅力を掘り下げ、分かりやすく情報
発信します。
○水環境の保全活動に取り組みます。
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行政の施策 ○市民等に地下水への知識向上とその保全への意識啓発を図るために、これま
での地下水保全の取り組みを通じて得られた成果について情報発信します。

○大野の水環境を象徴するイトヨの保護とその水環境の保全を図るために、本
願清水イトヨの里を拠点に、総合学習の支援や観察会をはじめとした各種取
り組みと啓発活動を行います。

○大野が、水分野の研究・教育に携わる人材が集まり、水に関する知見が集約
される都市となるために、大野をフィールドに研究する大学などの研究機関
が活動するための拠点施設を整備し、その活動を支援します。

○大野が取り組む水を通じた社会貢献活動を広く伝え、賛同する企業などの参
画と連携を得るために、水の日などの機会を活用した情報発信などにより「水
への恩返しパートナー」を増やしていくとともに、賛同する企業や都市などと
連携した活動を展開していきます。

○大野が世界における「水の聖地」としての地位を確立するために、結の心に基づ
いた水への恩返しの取り組みである東ティモールへの水支援をはじめ、フラン
スとの事業連携の検討や世界水フォーラムでの情報発信など、大野が先頭に立
ち、水の恩恵を世界と分かち合うグローバルな活動を展開していきます。
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重点方針 アウトドアの資源と四季の彩りを磨く

視　　点 稼ぐ力

狙　　い 　大野には、日本百名山の荒島岳をはじめとする四方を囲む山々や、川、森、
湖など、アウトドアを楽しむための資源がきわめて豊富に存在していますが、
これまではそのポテンシャルに比べて、その活用は十分ではありませんでした。
　このため、まずは全ての市民等が、大野の自然の価値を再認識し、それらに
対して誇りを持つことができるよう、啓発活動を進めるとともに、市外にもそ
の魅力を効果的に発信していきます。併せて、市民等自らが、四季に合わせて
彩りをくれる花や木、ホタル、田園風景などの美しい自然がもたらす景観資源
を磨き、観光地としての魅力を高めるための活動を積極的に進めることを促進
します。
　加えて、これまではアウトドアを楽しむために訪れる人々に対するツアーの
提供やガイドの育成・活用、宿泊・滞在施設の確保、交通手段の提供などのサー
ビスが不十分であったといえます。これらの活動を関係する団体や事業者など
が経済活動として、これまでより積極的に展開することができるよう、環境の
整備や機運の醸成に取り組むことで、来訪者がアウトドアの魅力を体験できる
機会の提供を充実させ、経済効果につなげていきます。
　なお、その際には、地方創生などをテーマとして大野市が連携協定を結んで
いる企業や「水への恩返しパートナー」など、ノウハウを有する企業などと積極
的に連携し、内容の充実を図ります。

市民等に
期待する
役　　割

市　民
○アウトドアを楽しむとともに、花、木、ホタルなどの地域資源
に触れ、その保全に努めます。

事業者
○アウトドアの体験メニューを提供します。
○アウトドアや四季の彩りに合わせて訪れた来訪者へのおもてな
しを充実します。

関係団体
○アウトドアの体験メニューの提供やその情報発信をします。
○自然景観の保全と磨き上げ、四季の彩りに合わせて訪れた来訪
者へのおもてなしと情報提供を充実します。
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行政の施策 ○自然景観を活用した観光地としての魅力を高めるために、「四季の彩りまつり」
の実施をはじめ、観光商談会などあらゆる機会や手段を通じて四季の魅力を情
報発信します。

○自然を満喫してもらうために、「越前大野名水マラソン」をはじめ、サイクリ
ングやウォーキングイベント、スキー大会などの年間を通したアウトドアの
スポーツイベントを開催します。

○市民等が自然の価値を再認識し、アウトドアに興味を持ってもらうために、
小学生の「わたしたちのふるさとをめぐるツアー」の実施や、中学生のジュニ
アリーダー活動の中でアウトドアイベントを実施します。

○田園風景などの景観の形成と自然景観を活用した観光地としての魅力を高め
るために、農村景観を生かした華のジュータンの取り組みを支援します。

○山岳の魅力を広く知ってもらうために、大野は、日本百名山「荒島岳」に加え、
二百名山の「能郷白山」、三百名山の「経ヶ岳」がそろう全国でも数少ない場所
であることや、全国的にも珍しい地形や地質などが存在する場所であること
を情報発信します。

○アウトドアの魅力を広く知ってもらうために、重点道の駅「（仮称）結の故郷」
などを通じて情報発信するとともに、アウトドアの魅力を情報発信してくれ
るインフルエンサー＊を招き、大野での活動を支援します。

○アウトドアを体験できる機会の充実と市民等に自然の価値を再認識してもら
うために、サイクリングコースを整備し、利用者のレベルやニーズに応じた
サイクリングコースの情報を提供します。

○アウトドアを体験できる機会を充実するために、登山や自然観察、川遊びなど
の体験活動への支援を行い、関係団体や事業者などが行う体験メニューの開発
を促すとともに、民間主導によるゲストハウス型の簡易的な宿泊施設の整備を
促進します。また、アウトドアを楽しめる拠点として、六呂師高原の整備促進
や情報発信に努めます。

○アウトドアの魅力を伝えられる人材を育成するために、活動団体や事業者が、
山岳や自然体験をサポートするガイドを育成したり、アウトドア指導に必要
なライセンスを取得したりする活動を支援します。

○アウトドアを体験できる機会の充実とアウトドアの魅力を高めるために、大
野市が「地方創生に向けた相互連携・協力に関する協定」を締結した㈱モンベ
ルの持つアウトドアに関する知識やノウハウを活用し、登山ツアーやサイク
リング、カヌー体験などの体験メニューの開発を促進します。

＊インフルエンサー：世間に与える影響力が大きい人物
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重点方針 星空や化石の資源を磨く

視　　点 稼ぐ力

狙　　い 　戦略に基づき磨いてきた水などの資源に加え、その価値を感じながら、これ
まであまり磨き上げることができなかった自然がもたらす資源として、市民に
親しまれてきた星空や、地質学的な価値によりブランド化への可能性を秘めて
いる化石について、その価値を高める取り組みを進めます。
　星空については、都会には無い地域資源として保全と活用をしていくための
意識啓発を進めると同時に、大野の星空の価値についての科学的な知見の収集
や、それを基にしたプロモーションの方策について検討し、ほかのアウトドア
資源とも連携させることで、「星空を見るために大野に滞在する」という観光の
パターンの確立を目指し、宿泊客の増加につなげていきます。
　化石については、大野は、ジュラ紀のアンモナイトが日本で最初に発見され
たことにより、明治時代から化石産出地として知られており、平成に入ってか
らはティラノサウルス類の歯の化石が発見されるなど注目を浴びてきました。
化石を通じて大野がブランド価値を得るためには、今後、より学術的に価値の
ある化石が発見されることが望まれます。そのため、化石産出地を保全すると
ともに、福井県立恐竜博物館や大学、研究機関などと連携し調査研究を行い、
大野で発掘された化石や地質の価値を把握し、その魅力を分かりやすく市内外
に情報発信していきます。また、観光においては、まちなか観光との広域的な
視野を持って、化石発掘体験センターや和泉郷土資料館などへのさらなる誘客
に向けた発掘体験の充実とその魅力の発信に努めます。

市民等に
期待する
役　　割

市　民
○星空や化石などへの理解を深め、これら資源の保全に努めます。

事業者

関係団体
○星空や化石に関する知見を集め、その魅力を分かりやすく情報
発信します。
○星空や化石などの資源の保全に努めます。
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行政の施策 ○星空や化石を通じた観光誘客を促すために、六呂師高原や自然保護センター
での星空観察、化石発掘体験センターHOROSSA！における化石発掘体験な
どを活用した観光体験メニューを作り、プロモーションなどを実施します。

○星空を生かしたブランディングを図るために、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します。

○市民等への星空の保全と活用に向けた意識啓発を図るために、大学や研究機
関と協力し、日本一に選ばれたことのある大野の星空が貴重な資源であるこ
とを調査し、情報提供します。

○化石産出地を保全するために、化石保護規則の適切な運用やパトロールなど
を実施します。

○大野の地質や発見された化石の価値を把握するために、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
発表します。

○大野の地質や化石の価値を分かりやすく伝えるために、和泉郷土資料館の展
示内容の充実を図るとともに、まちなかの施設などでの展示も行います。

○観光客などに化石への理解を深めてもらうために、化石発掘体験における化
石アドバイザーの養成など専門知識を持った人材を育成します。
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星 空

荒島岳

刈込池

水への恩返し
キャリングウォータープロジェクト
東ティモール支援
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2.4　食・地場産品のブランド化戦略

　これまで戦略に取り組んできた中で、「新しい特産品やサービスが生まれている」（戦略アンケー
ト調査より）との評価はあるものの、観光消費額は依然として少なく、稼ぐ力や市民所得を向上さ
せるためには、より食・地場産品のブランド化の取り組みを進めていくことが必要です。現に、
市民や観光関連事業所は、今後磨くべき地域資源として「食文化・特産品」を推す声が多く（戦略ア
ンケート調査より）、加えて、平成32年に開業予定の重点道の駅「（仮称）結の故郷」により販売拠点
の強化が期待されることから、大野に不足している土産品をはじめとした食・地場産品について、
早期の磨き上げや新たな開発が求められています。
　食・地場産品のブランド化戦略では、観光客からもニーズが高い食について、大野ならではの
伝統的な食を守るとともに、名水が育む食のPRや新たなメニューの開発を促進し、食の魅力の向
上に努めていきます。また、「上庄さといも」をはじめとした特産作物について、生産量の維持・
増加に向けた取り組みを行うとともに、国の認証制度などへの登録を目指すなどし付加価値の向
上を図っていきます。加えて、重点道の駅「（仮称）結の故郷」の開業を見据え、新たな農林産物の
ブランド化や大野の地域資源を活用した土産品などの開発を促進していきます。

●食・地場産品の重点方針

重点方針
視　点

結の見える化 水を通じた
ブランディング 稼ぐ力

大野ならではの食を磨く ○ ○

大野ならではの特産品の価値を高める ○

土産品などの競争力を高める ○ ○
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重点方針 大野ならではの食を磨く

視　　点 水を通じたブランディング／稼ぐ力

狙　　い 　食は観光客などからのニーズが高く、おもてなしをする上で大切な要素です。
さらに、大野の多くの食は、清らかでおいしい水により育まれている強みがあ
ることから、水を通じたブランディングとの相乗効果も見込まれます。
　まずは個々のメニューについて、大野在来そばによる「おろしそば」や「里芋の
煮っころがし」などの市民や観光客などに親しまれている食と、「でっち羊かん」
や「半夏生さば」、「報恩講料理」などの伝統的な食を守り、伝えていきます。加
えて、「醤油カツ丼」や「ショコラdeようかん」など新たに生み出されてきた名物
に続く、大野ならではの食の開発を促す取り組みを進め、食の魅力の維持と向
上に努めます。
　また、観光客からは、大野の「買い物・食事」に関して「食事のできるところの
案内を詳しく紹介してほしい」、「売店などが少ない」、「店員の愛想が良くない」
（以上、戦略アンケート調査より）、などといった声が聞かれることから、事業
者や関係団体が観光客の立場に立って、大野ならではの食をきちんと提供でき
るよう、ノウハウの共有や情報発信の充実、営業体制の見直しなどの改善を進
めるよう、必要な取り組みを実施します。

市民等に
期待する
役　　割

市　民
○大野ならではの食を楽しむとともに、伝統的な食文化の継承に努
めます。

事業者

○大野ならではの食を磨き上げ提供するとともに、伝統的な食文
化の継承や新しい食を開発します。
○事業者間や関係団体間などの連携に努め、食の魅力を情報発信
します。

関係団体
○伝統的な食文化の継承活動に取り組みます。
○事業者間や関係団体間などの連携に努め、食の魅力を情報発信
します。
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行政の施策 ○伝統的な食を守り伝えていくために、「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します。

○伝統的な食を守り伝えていくために、飲食店で伝統的な食を提供できるよう、
事業者間や関係団体間で協力できる体制づくりに向けて調整し、支援します。

○大野ならではの食の開発を促すために、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します。その際、支援を行う市
や県、経済関係団体などと調整し、支援策の重複による事業者の負担が増加し
ないよう調整します。

○大野ならではの食や名水を生かした食を磨くために、鮎に代表される大野の
川魚料理の振興とPRに向けた漁協や魚商組合などの取り組みを支援します。

○大野ならではの食を広く知ってもらうために、提供する飲食店やメニューが
掲載された冊子の作成やホームページへの掲載を通じ情報発信します。

○お客様へのサービスの向上を図るために、商工会議所が実施する接客・接遇
セミナーの開催などを支援します。

○観光客のニーズを把握し事業者などへ情報提供するために、結楽座などの観
光施設でアンケート調査を実施します。

○水を通じた食のブランディングと大野の認知度向上を図るために、「水への恩
返し	キャリングウォータープロジェクト」の一つ「水をたべるレストラン」にお
いて、既に生まれている市民有志の取り組みをモデルケースとして、より多く
の市民等が大野の水の魅力を食を通じて分かち合う取り組みや主体的に発信す
る取り組みを促します。

○「水をたべるレストラン」というブランドを育むために、参画する販売主体に
ブランドを活用してもらうとともに、その価値を守るために販売主体へのブ
ランド管理を行い、商品開発や情報発信などについて支援します。
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重点方針 大野ならではの特産品の価値を高める

視　　点 稼ぐ力

狙　　い 　トップブランドである里芋をはじめとした米や大野在来そばなどの大野の特
産作物の品質は全国に誇れるものです。しかしながら、その品質に比べて経済
的なブランド価値は不十分なものが少なくありません。また、ニーズがあって
も流通に必要な量の確保が困難な場合があることも課題となっています。
　そのため、まずは各特産作物について、引き続き作付面積や生産者の維持・
確保に努めるとともに、新規就農者や企業の参入など新たな担い手による取り
組みの促進により、生産量の増加を目指していきます。
　また、大野在来そばは品質が高く全国的にも高い評価を受けています。福井
県は全国でも珍しく、古くから伝わってきた在来種の産地がいくつもあり、中
でも大野在来そばの評価は極めて高いものの、福井県は「おろしそば」というイ
メージだけが先行しており、市民を含めその価値が認知されていません。今後
は大野在来そばの優位性を生かし、県や関係団体とも連携し大野在来そばのブ
ランド化を目指していきます。
　加えて、現代では農家所得の向上の観点から、水稲中心の農業から園芸作物
などに取り組む経営の複合化が必要とされています。これまでは水稲がその大
部分を占めていた大野においても、ブランド価値を有する園芸作物を生産して
いくことが喫緊の課題となっていることから、行政においては、園芸作物の生
産を支援するとともに、その支援条件の見直しを随時図り、使いやすい制度を
不断に追及していくことなどを通じ、新たな農林産物のブランド化を目指して
いきます。
　また、国がブランドとして保護する「地理的表示（GI）保護制度」に「上庄さとい
も」が登録されたり、質の高い生産に取り組む農業者に与えられる「JGAP（日本
版適正農業規格）」を、市内の農業者が個人農家として県内で初めて取得したり
するなど新たな取り組みが見られます。そのほか、食品の製造工程の中でのリ
スクを管理する「食品衛生管理方式（HACCP）」や有機農業＊を含め、ブランド化
や食の安全安心の確保に向けた取り組みを促進していきます。

市民等に
期待する
役　　割

市　民 ○特産作物への理解を深め、情報発信します。

事業者

○特産作物の作付面積や後継者などの確保に努め、その魅力を磨
き情報発信します。
○新たな農林産物のブランド化へ向けて園芸作物の生産に取り組
みます。

関係団体
○特産作物の生産振興や生産者の確保、新たな農林産物のブラン
ド化に努めます。
○特産作物の魅力を情報発信し、その販路を開拓します。

＊有機農業：JAS法に基づき検査認証を受けて、化学農薬や化学肥料を使用せずに栽培を行う農法
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行政の施策 ○農林産物のブランドを確立するために、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みます。

○農林産物の価値の向上や消費者により信頼されるために、生産者などに対し、
市、県、国、関係団体などが行う保証制度や認証制度の周知を進めるとともに、
その認証などを促進します。

○特産作物の生産拡大のために、生産者に対して規模拡大に必要となる機械など
の整備に対して支援します。特に、里芋については、平成30年度からは生産奨
励金の交付要件について、より作付け意欲を向上させる内容に変更します。

○農林産物の生産量や品質の維持・確保を図るために、里芋のほか穴馬スイー
トコーン、穴馬かぶらについては、生産奨励策により生産意欲を下支えしま
す。林業遺産に認定された越前オウレンについては、栽培技術や生産活動の
継続を図りながら、後継者育成や生産増加への取り組みを支援します。原木
シイタケについては、引き続き生産拡大への取り組みを支援し、九頭竜まい
たけについては、継続して品質と生産量の安定化を図るとともに、増産と販
路拡大により収益の増加につなげます。

○大野在来そばのブランド化を目指すために、県やJA、関係機関と連携し、大
野在来そばの魅力を見える化したパンフレットの活用や名水そばキャンペー
ンなどを展開します。

○園芸作物の生産拡大などにより新たな農林産物のブランド化を図るために、
園芸作物の生産販売に取り組む集落に対して支援し、重点道の駅「（仮称）結の
故郷」直売所での販売を進めます。また、同道の駅に整備する「雪室」を活用し
た取り組みを進めます。
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重点方針 土産品などの競争力を高める

視　　点 水を通じたブランディング／稼ぐ力

狙　　い 　大野に不足している土産品などの品目数を増やし競争力を高めていきます。
土産品の開発は事業者が行うことが適切ですが、大野ではその機運が十分に醸
成されていないことが大きな課題です。行政においては、大野の地域資源を効
果的に活用した土産品などの開発・改良を積極的に行う事業者を優先的に支援
し、先駆的な成功例を多く生み出すことを通じ、観光で稼ぐという機運をまち
全体に醸成し、市民所得の向上につなげていきます。
　また、大野の事業者はこれまで域内での経済活動の比重が大きかったことか
ら、商品開発だけではなく、適切な価格の設定や販売品の分量の設定、決済シ
ステムの多様性など、観光客のニーズに合わせた観点からのアプローチが十分
に行われているとはいえません。これら課題の改善を促すべく、行政においては、
ノウハウを提供するセミナーの開催やカード決済導入に向けた支援、観光先進
地との交流、指導機能の強化などについて、商工会議所をはじめとする関係団
体との連携を図りながら、必要な取り組みを総合的に進めていきます。

市民等に
期待する
役　　割

市　民 ○土産品などへの理解を深め、情報発信します。

事業者
○観光客などのニーズを基に、土産品の磨き上げや新しい土産品
の開発を行い、情報発信と販路を拡大します。
○現金以外の決済システムの導入などサービスの質を高めます。

関係団体
○観光客などのニーズを調査、把握し、情報提供します。
○土産品などの開発を支援するとともに、情報発信と販路を拡大
します。
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行政の施策 ○土産品の品目数の増加やその競争力を高めるとともに、市場調査や開発から販
路開拓までをトータルでコーディネートするために、商工会議所などの関係団
体と連携し、ブランドとなり得る土産品についての価格や分量、パッケージン
グなどの磨き上げや新しい土産品の開発、販路開拓を支援します。その際、支
援を行う市や県、経済関係団体などと調整し、支援策の重複による事業者の負
担が増加しないよう調整します。

○新たな土産品などを開発するために、関係団体などと連携して、重点道の駅
「（仮称）結の故郷」に整備する「雪室」を活用し、大野の気候や風土を生かした
雪室商品のイメージ向上を図るとともに、その価値を科学的分析により見え
る化し、「雪室」を通じた土産品などのブランド化に取り組みます。

○水を通じた土産品などのブランディングを図るために、「水をたべるレストラ
ン」において、水との関係性を語れるストーリーを持つ商品について、意欲あ
る事業者と連携し、共通デザインによるパッケージングでラインアップする
とともに、新たな産品づくりとメディアなどを通じたプロモーションを展開
します。

○観光で稼ぐという機運の醸成と消費の拡大を図るために、重点道の駅「（仮称）
結の故郷」に農林産物直売所を設けるとともに、市内で収穫された新鮮な農林
産物の良さや安全性を確保するため栽培履歴の作成や生産者の顔が見える工
夫などを行います。

○観光客のニーズに合わせたサービスを提供するために、大野に求める食や体
験、土産品、宿泊などのニーズを把握するとともに、商工会議所が実施する接
客・接遇セミナーの開催などを支援します。また、カード決済機器の導入経費
を支援するなどし、消費者にとって利便性の高い買い物環境を整備します。

○土産品などの販路拡大と競争力を高めるために、㈱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します。

○土産品をはじめとした大野産品の販路を拡大するために、卸売機能を持った
地域商社となり得る市内事業者を育成します。
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大野在来そば

でっち羊かん

上庄さといも

醤油カツ丼
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１　PR戦略の基本方針

　改めて、戦略の目的は、ブランド化への取り組みについて市民等の理解や協力が得られ大野に
自信と誇りを持ち、まち全体での機運を高め（インナーブランディング）、市外・県外に魅力を発
信し、認知度や魅力度を高めるとともに、観光消費額や大野産品の売り上げを伸ばし市民所得の
向上を図る（アウターブランディング）ことです。
　このような目的を踏まえ、「PR戦略」を定めます。なお、改訂前の戦略では「広報戦略」としてい
ましたが、改訂後の戦略においては「PR戦略」とします。その理由は次のとおりです。

●PR戦略とした理由
○PRとは、「Public	Relations（パブリック・リレーションズ）」の略であり、「一般社会と良好な関係
をつくる」ことです。広報とは「広く報

しら

せる」ことであり、PRのための一部と整理できます。広報
などを通じた社会との良好な関係を構築（PR）することが、ブランド確立に向けて大切なことか
らPR戦略とします。

○広報という言葉には、市が毎月発行する「広報おおの」をはじめとした広報紙（冊子）を連想させ
るとともに、広報紙は発信元による一方通行の情報提供とも受け取られます。情報を発信する
手法は広報紙以外にもさまざまにあり、情報の受け手とのコミュニケーションの方法も多様に
あるため、PR戦略とします。

　PR戦略が目指す理想は、行政が進めるブランド化施策においては、その取り組みについて市民
等に情報提供がなされ、市民等の理解や共感が得られ、市民等と行政とが良好な関係を築き、ま
ち全体が一体となって市外・県外に大野の魅力を届けることです。

第３章  PR戦略
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２　PR戦略

2.1　PR戦略の進め方

　PR戦略の進め方は、共通事項により各ブランド化施策に大野らしさをストーリーとして関連づ
けて越前おおのブランドを形作り、個別事項によりターゲットと情報発信の手法を設定し、効果
的に訴求していきます。

全てのブランド化施策に
共通するPRの進め方

（共通事項）

　まち全体がブランド・コンセプトに沿って同じ方向性で進み、
来訪者が「結」を感じたり、ブランド・キャッチコピー「結の故
郷	越前おおの」のイメージを抱いてもらう上では、分野別ブラ
ンド化戦略に基づく各ブランド化施策（地域資源や取り組み）が、
お互いに連携したり、他者に与えるイメージを揃えたりして、
越前おおのブランドを形作っていくことが大切です。
　具体的には、全ての取り組みについて、印刷物などにブランド・
ロゴを使用することはもちろんのこと、取り組みを通じて「結」
が感じられる要素を盛り込んでいきます。
　このことは、見た目（外観）だけではなく、その取り組みの内容
や経緯、地域資源が持つ背景などを探索・整理し、取り組みにつ
いて企画やPRを検討する中でストーリーとして関連づけていき
ます。
　また、行政においては、特に、さまざまな部署を横断して取
り組むものは組織内において情報共有し、デザインを統一した
り、フレーズを定形化したりしてPRしていきます。

個別のブランド化施策に
関するPRの進め方

（個別事項）

　あらゆる取り組みにおいて、その目的や内容に応じてターゲッ
トを絞り効果的に訴求することが求められています。ターゲッ
トは個別の取り組みに応じて設定されるものであり、PR戦略に
おいて統一的に決められるものではありません。
　ターゲットを絞り込むことで、情報発信する媒体やタイミン
グを選ぶことができます。行政においては、安易にポスターや
パンフレットを制作するのではなく、ターゲットに応じてWEB
メディアに広告を掲載し、SNSを通じた情報の拡散を狙ったりす
ることも考えられます。各媒体の特徴や発信するタイミングを
見極め、大野市公式SNSなどと連動し複合的に情報発信を仕掛け
るなど、効果的にPRを展開していきます。なお、PRを実施した
後にはその効果について検証し、次につなげていきます。
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2.2　PR手法

　PRの手法としては、主に以下①～④の方法があります。行政においてはそれぞれのブランド化
施策を進めるに当たり、施策の目的や施策の進捗・達成状況にあわせて手法を選択します。

情報発信の活動 効果・留意点

行政	⇒

	市民等

印刷物の作成・配布 ○作るだけでなく、誰にどう配布するか、どこに掲示する
かというところまで計画する必要がある

WEBサイトに掲載

○印刷物よりも詳細情報を手軽に提供することができる
○速報性がある（ただし、更新を迅速に行う必要がある）
○関心が高い人か、ほかの媒体から誘導された人しか見ない
○インターネット環境が無い人には伝えられない

メールマガジン
○定期的に情報を伝えることができる
○WEBサイトに誘導でき作る側にも読む側にも負担がない

イベント、講習会、
説明会

○企画内容、場所、時期、周知方法で集客に差
○事前と事後のパブリシティ活動で開催目的や内容を伝達

行政	⇒

	メディア⇒

	市民等

パブリシティ＊活動（プレス
リリース＊、プレスツアー＊

など）から新聞記事、テレビ
番組へ

○メディアが客観的に書くため、注目度も影響も大きい
○費用は不要だが、行政からの働きかけが必要
○時期や内容に干渉できない（情報提供に工夫が必要）

行政	⇒

	広告⇒

	市民等

新聞、テレビ、雑誌、ラジオ、
看板、WEBなど ○制作費用、メディアへの費用（媒体費）が必要

手法①　情報発信

情報収集の活動 効果・留意点
市民等	⇒

行政
アンケート、インタビュー、
モニター調査

○「情報が届いているか」「内容が理解されたか」「どんな情
報経路で知ったか」を検証すると次に効果的につながる

メディア⇒

行政
メディアヒアリング、
記者懇談会、報道状況分析

○普段から記者と意見交換し、関心事や行政への要望を
聞き、情報発信につなげる

手法②　情報収集

情報共有の活動 効果・留意点

組織内 セミナー、マニュアル、
アンケートなど

○フレーズの定形化、イメージの統一など
○部署間の情報を共有し連携する

手法③　情報共有

情報拡散の活動 効果・留意点
市民等⇒

市民等
ソーシャルメディア＊ ○良い意味でも、悪い意味でも効果が大きい場合がある

○基本的にコントロールすることができない

手法④　情報拡散

＊パブリシティ：メディアに情報を提供し、報道として取り上げてもらうこと
＊プレスリリース：報道機関に向けた情報の提供・告知・発表
＊プレスツアー：報道機関を招き、現場を視察・体験してもらうことを通して理解を深めてもらう広報活動
＊ソーシャルメディア：情報の発信者と受信者とがつながり、誰もが参加できるWEBサイトやネットサービスなどのメディアの総称
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2.3　行政における情報発信の進め方

⑴　情報発信の手法
　行政における情報発信の手法と経費や発信範囲を、図3-1に示します。

	

情報発信の手法を選択する際に留意すべき点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○大野の認知度を高めるためには、いかに口コミなどで話題となるかが重要です。

○テレビCMなど有料広告は制作費用や掲載費用がかかるため、パブリシティの獲得など経費をか
けずに話題性を生むことが望まれます。

○パブリシティの獲得に向けては、メディアが取り上げたくなるような企画の検討や、プレスリ
リースの際には特徴を分かりやすく伝えるなどの工夫が必要です。

○イベントの実施も情報発信手法の一つであり、実施そのものが目的ではありません。

図3-1　行政における情報発信の手法 経費多い

経費少ない

狭い範囲
（限定的）

広い範囲
（大衆性）

【広告】
テレビCM
新聞、雑誌広告
（全国）

【広告】
テレビCM

新聞、雑誌広告
（県内）

【WEB広告】
WEBプレスリリース
WEBメディア掲載
インフルエンサー活用

【イベント】
イベント開催

【イベント】
出向宣伝 【印刷物】

ポスター掲出、チラシ配布
【印刷物】
広報おおの掲載

【パブリシティ(無料)】
新聞記事

テレビニュースなど
（県内）

【パブリシティ(無料)】
新聞記事

テレビニュースなど
（全国など）

【WEB】
大野市公式HP
公式SNSなど

【ダイレクトメール】
ゆいびとファンクラブ
会員向けメールなど

大野市内

福井県内

全国／世界

【口コミ】
口コミ、SNS拡散
（情報発信の目的）
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⑵　情報発信の流れ
　行政における情報発信の流れを、図3-2に示します。現在の体制においては、情報源となる取り
組みなどを担う担当部署とPR部署、広報部署とが連携し情報発信を行っています。

	

各部署の情報発信における役割
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○担当部署…PR戦略のうち個別事項に関して検討・実施し、その評価について責任を負います。

特にPRが必要な情報源については、PR部署と連携して情報発信します。

○PR部署…PR戦略のうち共通事項の運用を所管します。担当部署から依頼のあった情報源は、
担当部署と連携し情報発信を行います。また、メディアへのPR活動を行うなど、大
野の情報を取り上げていただけるよう働きかけを行います。

○広報部署…広報紙の発行や大野市公式ホームページの管理、公式SNSの運用など、大野の出来
事を幅広く情報発信します。また、記者会見を行ったり、担当部署が作成するプレ
スリリース資料をメディアに情報提供します。

図3-2　行政における情報発信の流れ

担当部署

広報おおの

印刷物
大野市HP

⑤広告、WEB
　メディアなど

結の故郷
Facebookなど

⑦パブリシティ
　新聞、テレビ

県内
メディア

全国
メディア等

PR部署
（結の故郷
創生室）

その他
メディア

②
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
資
料
確
認
・
送
付

広報部署
（秘書広報室）

情報源

＝

取り組み
地域資源

情報発信

⑧実績確認

①情報発信の相談、連携
③調整③調整
⑥実績報告

大野市公式HP掲載
ポスター掲出、チラシ作成等

②依頼
①プレスリリース資料送付

④取材

⑥取材

⑨実績報告

①広報紙掲載依頼

④プレスリリース資料送付
③プレスリリース資料確認終了 大野市公式SNS掲載

⑤プレスリリース

②広報紙掲載

メディアPR活動
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図3-3　行政における情報拡散の流れ

⑶　情報拡散の流れ
　行政における情報拡散の流れは、図3-3のとおりで、口コミなどで話題となることを目指します。
　まず、メディアへのプレスリリースや大野市公式ホームページや公式SNSなどを通じて情報提
供、情報発信を行います。情報源次第では、県内外のメディアに取り上げられたり、ソーシャル
メディアで拡散されたりして、話題となることがあります。
　また、より強く発信すべき情報源については、WEBによるプレスリリースの実施や、WEBメディ
アを通じての情報拡散も考えられます。近年WEBメディアを通じて話題となり、全国ネットのテ
レビ番組などに取り上げられる機会が増えていることから、費用はかかるもののWEBメディアや
発信力の強いインフルエンサーを活用して情報発信していきます。
　なお、情報が拡散されるか否かは、情報源そのものが持つ力（訴求力、希少性など）によるとこ
ろも大きいですが、情報発信するタイミングや複合的に情報発信を仕掛けるなど、話題性を生め
るよう戦略性を持って展開していくことが重要です。

＊オウンドメディア：組織が自ら所有し情報発信できる媒体

※赤色で塗りつぶしたものは、費用をかけることなく実施できる情報発信です。
※破線は、メディアなど情報を受けた相手方が情報発信するかを決めるものです。

雑誌記事

口コミ

WEBメディア

オウンドメディア＊
結の故郷

Facebookなど

プレス
リリース

県内テレビ
ニュース
新聞記事

全国
新聞記事

全国
テレビニュース

番組

ソーシャル
メディア

情報源
WEB
プレス
リリース
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■ 天空の城 越前大野城の情報発信
きっかけ
　平成24年秋、市内のアマチュアカメラマンが、越前
大野城も天空の城になると考え、何度も挑戦し撮影に
成功。この写真は、翌25年の大野市美術展に出品され、
はじめて公となり注目を集めた。

情報発信
・大野のキラーコンテンツとして、市では観光ポス
ターや観光パンフレット、職員の名刺などに採用す
るなど情報発信に注力。
・職員も撮影スポットへ足を運び、日々の雲海の発生
状況を市公式SNSで発信。新たに越前大野城の専用
WEBサイトも開設した。
・天空の城	越前大野城の景観を全国に発信し、多くの観光客に訪れてもらおうと平成26年４
月には市民グループが発足した。
・県内の新聞やテレビのほか、全国ネットのテレビや旅行雑誌などに取り上げられる。特に、
例年はじめて天空の城が出現した際には、全国ネットのテレビに取り上げられている。

情報拡散の流れ

情報発信の効果
　越前大野城の入館者数は天空の城を発見し情報発信する前に比べて大きく増加している
（５頁、図0-6参照）。

雑誌記事

口コミ

WEBメディア

オウンドメディア
結の故郷

Facebookなど

プレス
リリース

県内テレビ
ニュース
新聞記事

全国
新聞記事

全国
テレビニュース

番組

ソーシャル
メディア

WEB
プレス
リリース

天空の城
越前大野城

※赤色で塗りつぶしたものが、特に口コミ（話題性）の増加に寄与したものです。

雲海に浮かぶ越前大野城のポスターは
第65回日本観光ポスターコンクールの
オンライン投票部門で１位を獲得。

越前大野城WEBサイト www.onocastle.net

［ 参考事例 ］

【Point】
全国的な天空の城ブームもあり、県内メディア
に取り上げられた天空の城 越前大野城が、全
国ネットのテレビでも放送され話題に。現在も
天空のシーズンが来ると取り上げられている。

【Point】
ソーシャルメディアでも、市
内外の人が情報発信し話題に。
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■ 大野へかえろう写真集の情報発信
目的
　平成29年１月の成人式において、市が進める「大野へ
かえろう」プロジェクトで作成した大野へかえろう写真
集を新成人にはじめて贈呈した。この取り組みを広く知
らしめるため情報発信を実施。

情報発信
・新成人に写真集を贈呈する取り組みについて、通常の
プレスリリースに加えて、WEBメディアへのプレスリ
リースを実施した。
・加えて、WEBメディアを招致し成人式の様子を取材し
てもらい、後日記事としてWEBメディアに掲載した。
・成人式当日の様子は、写真による記録のほか新成人へのインタビューなど映像による記録も
行った。
・これら一連の取り組みについて、大野へかえろうFacebookページでも随時情報発信を実施。
・WEBメディアがきっかけとなり、地方創生や人口減少対策が全国的な関心を集める中、写真
集の贈呈を含む大野へかえろうプロジェクトが全国ネットのテレビ番組に取り上げられた。

情報拡散の流れ

　　
その他
　メディアから依頼される可能性があったため映像による記録を行ったところ、実際の番組に
も使用された。

※赤色で塗りつぶしたものが、特に口コミ（話題性）の増加に寄与したものです。

写真集「大野へかえろう」
何気ない日常の大野の風景を切り取っ
た写真集。新成人に配布し故郷を思い
出すきっかけとする。

雑誌記事

口コミ

WEBメディア

オウンドメディア
大野へかえろう
Facebookなど

プレス
リリース

県内テレビ
ニュース
新聞記事

全国
新聞記事

全国
テレビニュース

番組

ソーシャル
メディア

WEB
プレス
リリース

大野へ
かえろう
写真集贈呈

【Point】
１月にWEBメディアに記事が
公開されると、時事ネタであ
ることや、成人式での例の無
い取り組みとし話題性に。

【Point】
全国ネットのテレビ番
組のクイズ作家が、この
記事を発見。テレビ局内
で取り組みをクイズと
して出題する企画が通
り、全国に放送された。
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１　推進体制

　戦略の推進体制は、４分野「大野人」「歴史・文化・伝統」「自然環境」「食・地場産品」それぞれの
資源を、分野別の庁内の担当部署がブランド推進の担い手である市民等と連携し磨き上げていき
ます。そして、ブランド担当部署の結の故郷創生室はブランド推進にかかる施策の全体を把握し、
各分野の担当部署と連携・調整しブランド化を推進していきます。
　磨き上げられた資源は、効果的に市内外へ周知するため、各分野の担当部署のみならずPR部署
や広報部署が連携し、市民等とともに一体的にPRしていきます。

第４章  推進体制と評価

図4-1　戦略の推進体制

＜庁内の推進体制＞ ＜市民等＞

大野市全体

お客様（観光客など）

PR戦略

分野別ブランド化戦略

市民

事業者

関係団体

情報共有・
連携・調整

連携
協力

食・地場産品
担当部署

自然環境
担当部署

歴史・文化・伝統
担当部署

大野人
担当部署

連携

ブランド戦略担当
兼 PR部署

（結の故郷創生室）

広報部署
（秘書広報室）

情報発信
商品・
サービス
おもてなし
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２　成果指標
　
　戦略に基づく成果指標を以下（表4-2参照）のとおりとします。改訂前との変更点としては、継続
性の観点から認知度、魅力度を指標とすることに変更はありませんが、目標値を変更し新たに設
定しました（図4-3参照）。また、経済性を測る指標として日帰り客一人当たりの観光消費額を、市
民等への戦略の浸透具合を測る指標としてブランド・キャッチコピーの市民の認知度を新たに追
加しました。なお、目標年は、戦略の最終年度である平成34年度とします。

成果指標の測定方法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
○観光消費額は、大野市が独自に行う観光客への調査により測定します。なお、基準値について
は平成28年の実績額を採用しています。

○ブランド・キャッチコピーの市民の認知度は、大野市が独自に行う市民アンケート調査により
測定します。各種計画などの評価や改訂を行う際などで市民アンケート調査を行う際に、この
項目を調査項目に加えて測定します。なお、基準値については平成28年の実績を採用しています。

○地域ブランド調査は、全国の20～70代の消費者のうち３万人以上を対象に、全市を含む市区町
村1,000件の認知度や魅力度など八つの指標について、㈱ブランド総合研究所が毎年実施してい
る調査です。この調査結果により測定します。

　

表4-2　成果指標一覧

項　　目 基準値（平成29年度） 目標値（平成34年度）

観光消費額（日帰り客一人当たり） 2,547円
※28年

5,500円

ブランド・キャッチコピーの市民の認知度 56.8％
※28年

90％

地域ブランド調査による大野市の認知度 780位 300位以内

地域ブランド調査による大野市の魅力度 660位 300位以内
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３　ブランド戦略の評価

　「１	推進体制」で述べたように、戦略に基づく取り組みを実効性のあるものとし、着実にブラン
ド化を進めるためには、行政と市民等が一体となって展開することが必要であり、このため各主
体間の調整や連携体制を密接に確保しておくことが求められます。
　そのため、戦略の推進に当たっては、結の故郷創生室が、庁内における各課室のブランド関連
施策の進捗管理を行い、取り組みの着実な推進を図るとともに、状況の変化などを踏まえた新た
なブランド関連施策の検討・実施について各課室に提示するなどし、効果的に進めていきます。
　その際には、必要に応じて地域ブランドなどに精通した外部の専門家や学識経験者、市民や関
係団体の代表などへ意見を聞くなどし、戦略に基づく取り組みの進捗状況や成果指標の達成状況
について、第三者による客観的な意見を求めることとします。

　

図4-3　目標値の設定根拠

目標値は、地域ブランド調査2017及び過去の同調査の実績を基に、小浜市、鯖江市、越前市と同程度を
目指し、認知度300位、魅力度300位を目標値に設定。
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改訂前の成果指標

小浜市

大野市
　認知度780位
　魅力度660位

地域ブランド調査2017 福井県内自治体

改訂後の成果指標

魅
力
度

認知度

改訂前の成果指標（★印）
認知度　200位
魅力度　400位

改訂後の成果指標（●印）
認知度　300位
魅力度　300位

［位］

［位］
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１　ブランド戦略アンケート調査の概要　ブランド戦略アンケート調査報告書（平成29年３月）抜粋

1.1　調査の目的

　期間を10年として策定した越前おおのブランド戦略は、平成29年度には後半５年間の新たな取
り組み計画を策定する時期を迎えます。この調査は、これまでの各施策等による大野市の認知度・
魅力度・ブランドイメージなどの変化や、市民・国民のニーズ、トレンドなどの社会経済情勢の
変化について把握し、計画策定の基礎資料とすることを目的に実施します。

1.2　各調査の概要

⑴　市民アンケート調査
調査期間	 平成28年10月27日㈭～11月14日㈪
調査方法	 郵送による配布・回収
調査対象	 市内在住の18歳以上男女800人
抽出方法	 無作為抽出
調査内容	 大野市のイメージ、来訪者に推奨できる資源、ブランド・キャッチコピーの認知度、
	 ブランド戦略による効果等

⑵　市内立地事業所アンケート調査
調査期間	 平成28年10月27日㈭～11月11日㈮
調査方法	 郵送による配布・回収
調査対象	 市内立地事業所300社
抽出方法	 無作為抽出
調査内容	 立地条件の強み・弱み、大野市のイメージ、中部縦貫自動車道の評価、
	 地域ブランド発信への取り組み等

⑶　観光関連事業所アンケート調査
調査期間	 平成28年10月27日㈭～11月11日㈮
調査方法	 郵送による配布・回収
調査対象	 市内立地観光関連事業所（宿泊施設、観光客受入施設、観光物産店等）50社
抽出方法	 主要な観光関連事業所を抽出
調査内容	 観光客の動向、観光客に提供・推奨している資源、
	 観光客にアピールしたい大野市のイメージ、大野市の課題、誘客活動状況等
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65参考資料



⑷　WEBアンケート調査
調査期間	 平成28年12月１日㈭～12月５日㈪
調査方法	 インターネット調査
調査対象	 以下の居住者
	 関東圏（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県）・関西圏（滋賀県、京都府、大阪府、

兵庫県、奈良県、和歌山県）・中京圏（愛知県、岐阜県、三重県）
回 収 数	 関東圏229人、関西圏279人、中京圏276人　計784人
絞込条件	 性別：男女均等
	 年齢：東京都年齢別人口構成比（平成27年国勢調査）を参考に設定
調査内容	 旅行先を決める情報源、大野市の認知度、大野市の資源、
	 大野市の課題、特産物の購入等

⑸　外部関係者アンケート調査
調査期間	 平成28年10月27日㈭～11月11日㈮
調査方法	 郵送による配布・回収
調査対象	 越前おおのブランド大使、ゆいびとファンクラブ、各大野会　計350人
抽出方法	 無作為抽出
調査内容	 大野市の象徴、大野市のイメージ、大野市の特産品、ブランド戦略による効果等

⑹　来訪者聞き取り調査
調 査 日	 休日：平成28年10月１日㈯、２日㈰、15日㈯、16日㈰
	 平日：平成28年10月６日㈭、７日㈮、13日㈭、14日㈮、20日㈭、21日㈮
調査場所	 結ステーション周辺、六呂師高原、道の駅九頭竜
回 収 数	 結ステーション周辺301人、六呂師高原50人、道の駅九頭竜256人　計607人
調査方法	 調査員による他計式または自計式
調査内容	 来訪決定の情報源、来訪者の動向、大野市の特産品、
	 「結」に関するエピソード、大野市の課題等

1.3　回収結果

調査 発送数 回収数 回収率

⑴　市民アンケート調査 800 354 44.3%

⑵　市内立地事業所アンケート調査 300 97 32.3%

⑶　観光関連事業所アンケート調査 50 29 58.0%

⑷　WEBアンケート調査 – 784 –

⑸　外部関係者アンケート調査 350 171 48.9%

⑹　来訪者聞き取り調査 – 607 –
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２　ブランド戦略アンケート調査結果の概要

2.1　大野市の認知度
　

⑴　大野市の認知度
○都市圏住民の大野市の認知度は42.2%で、前回（23.6%）より大きく上昇しています。
認知度……………「訪れたことがある」と「訪れたことはないが知っている」の合計
前回………………平成24年６月～７月に実施した調査
都市圏住民………関東圏、関西圏、中京圏の住民

⑵　小京都と呼ばれる都市との比較
○中部・北陸地区で「小京都」と呼ばれる都市の中では、８都市中７位※と、認知度はまだ低い位
置にあります。

※８都市…上位から	金沢市、高山市、小浜市、郡上市、犬山市、西尾市、大野市、瑞浪市

2.2　ブランド戦略

⑴　ブランド・キャッチコピーの認知度
○市民でブランド・キャッチコピー「結の故郷	越前おおの」を知っている割合は、56.8%となっ
ています。

（市民調査）

キャッチコピーは
知っているが、
意味は知らない。
33.6%

「結の故郷」に
込められた意味も
含めて知っている。
23.2%

なんとなく
聞いたことはある。
31.5%

聞いたこともなく、
知らない。
11.6%

その他
0.0%
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（市民・外部関係者調査）　

⑵　「結」の習慣・体験
○市民で「結」を感じることが「ある」のは58.8%となっており、「ない」の41.2%を17.6ポイント上
回っています。「ある」の意見としては、近所付き合いに関するものが多く、過去にはあったが、
今は少なくなっているという声もいくつかみられます。

○来訪者が今回の旅行で「結」を感じることができたのは34.4%となっています。観光地別にみる
と、「結ステーション周辺」（45.2%）は、他の観光地と比べて「結」を感じることができた割合が
高くなっています。その内容は、親切な応対や挨拶に関する意見が多くみられます。

⑶　ブランド戦略の効果
○市民、外部関係者ともに、「観光客が増加している」、「新しい特産品やサービスが生まれてい
る」の割合が高くなっており、ブランド戦略に基づく施策の一定の効果を、多くの市民や外部
関係者が実感しているといえます。

 

観光客が増加している

新しい特産品やサービスが
生まれている

現状維持、特に効果はない

地元産業の活性化に
つながっている

住民が互いに支えあう
結の文化が広まっている

住民の地元に対する
誇りが生まれている

市民の一体感が
強まっている

経済波及効果がある

住みたい人が増えている

悪化している

企業立地の確保に
つながっている
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［%］
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2.3　大野市のイメージ

⑴　現在の大野市のイメージ
○市民、外部関係者ともに、「清らかな水に育まれたまち」、「四季折々の豊かな自然に囲まれた
まち」など水や自然に関するものを強くイメージしています。

○市民は、外部関係者と比べて、「のんびり伸び伸びしたまち」を強くイメージしています。

○外部関係者は、市民と比べて、「北陸の小京都」、「戦国時代からの歴史ある城下町を持つまち」
など、歴史に関するものを強くイメージしています。

⑵　望ましい未来のイメージ
○市民、外部関係者ともに、大野市のブランド・キャッチコピーと関係が深い「お互いに助け合い、
支え合う結の心あふれるまち」を望ましい未来として強くイメージとしています。これについ
ては、市民の現在のイメージ（9.2%）が平成24年度の調査結果（23.1%）と比べて割合が13.9ポイ
ント低下しており、今後市民意識の向上を図っていく必要があるといえます。

○外部関係者は、市民と比べて、「水・空気・景色・心、全てがきれいなまち」、「観光資源に恵
まれた癒しのまち」、「おいしい食（食材、食品）があふれるまち」、「人情に厚くふるさとを大
切にするまち」など、自然や人、癒しに関するものを強くイメージしています。

（市民・外部関係者調査）
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防犯・防災対策が充実した
安心・安全なまち

顔が分かる絆があるまち

他地域からアクセスしにくい
桃源郷のようなまち

おいしい（食材、食品）が
あふれるまち

お互いに助け合い、支え
合う結の心あふれるまち

居住環境・生活環境の
整備されたまち

観光資源に恵まれた
癒しのまち

働き者が生き生きと
活発に行動するまち

イベントなどが充実している
にぎわいのあるまち

市民
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部
関
係
者

人情に厚くふるさとを
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水・空気・景色・心、
すべてがきれいなまち
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北陸の小京都
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人情に厚くふるさとを
大切にするまち

のんびり伸び伸びしたまち

顔が分かる絆があるまち

働き者が生き生きと
活発に行動するまち

戦国時代からの歴史ある
城下町を持つまち

清らかな水に育まれたまち

四季折々の豊かな自然に
囲まれたまち

おいしい食（食材、食品）が
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北陸の小京都

居住環境・生活環境の
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観光資源に恵まれた
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市民が考える大野市のイメージ

他地域からアクセスしにくい
桃源郷のようなまち

他地域からアクセスしにくい
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2.4　大野市の資源

⑴　食・特産物・名物
○都市圏住民、外部関係者ともに、ほとんどの品目で購入した割合が高くなっており、大野市
の食・特産物・名物は、前回の調査時と比べて認知されてきているといえます。

○都市圏住民の購入経験では、「おろしそば」（24.5%）、「米」（18.7%）、「里芋（ころ煮等を含む）」
（16.9%）の割合が高くなっています。

○外部関係者の購入経験では、「里芋（ころ煮等を含む）」（83.0%）、「でっち羊かん」（66.0%）、「お
ろしそば」（64.2%）の割合が高くなっています。

○市民・観光関連事業所がお勧めしたい品目と、都市圏住民・外部関係者・来訪者が購入した
い品目との関係から、お勧めしたい順位に対して購入したい順位が低いものは、「米」、「水（名
水）」、「とんちゃん（ホルモン）」となっており、これらは外部に対する魅力の発信が求められ
ているといえます。

○また、購入したい順位に対してお勧めしたい順位が低いものは、「でっち羊かん」、「味噌、醤油、
酢」となっており、これらは観光客に勧められるよう内容の充実が求められているといえます。　

（市民・観光関連事業所・外部関係者・聞き取り調査）

米

里芋（ころ煮等を含む）

おろしそば

穴馬スイートコーン

九頭竜（昇竜）まいたけ

上記以外の地場野菜

地酒

白山やまぶどうワイン

味噌、醤油、酢

とんちゃん（ホルモン）

カツ丼（ソース、醤油）

のっぺい汁

半夏生サバ（焼きサバ）

けんけら

でっち羊かん

いもきんつば

米菓（だんご、あられ）

水（名水）
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⑵　歴史・文化
○都市圏住民が知りたい歴史・文化では、「大野藩が全国に展開した大野屋」（31.1%）、「歴史的
建造物（武家屋敷旧内山家等）」（29.6%）の割合が高くなっています。

○観光関連事業所が知ってもらいたいことと、都市圏住民が詳しく知りたいこととの関係から、
知ってもらいたい順位に対して詳しく知りたい順位が低いものは、「そろばん武士道（大野屋
を題材にした小説）」となっており、これについては外部に対する魅力の発信が求められてい
るといえます。

○また、詳しく知りたい順位に対して知ってもらいたい順位が低いものは、「歴史的建造物（武家
屋敷旧内山家等）」となっており、これについては観光客などに勧められるよう内容の充実が求
められているといえます。

（観光関連事業所・WEB調査）
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大野藩が全国に
展開した大野屋

大野の町割りの基盤を
作った金森長近公

大野藩の藩校明倫館

伝統芸能
（里神楽、神子踊等）

かつて盛んだった繊維産業
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歴史的建造物
（武家屋敷旧内山家等）

そろばん武士道
（大野屋を題材にした小説）
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⑶　来訪者に体験して欲しいこと
○市民、観光関連事業所ともに、「豊かな自然に囲まれてゆとりや安心を感じること」、「のんび
りした雰囲気の中でゆとりや安心を感じること」の割合が高くなっています。

（市民・観光関連事業所調査）

61.2%

60.8%

27.3%

22.4%

15.0%

12.6%

0.7%
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34.6%

30.8%

0.0%
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豊かな自然に囲まれて
ゆとりや安心を感じること

のんびりした雰囲気の中で
ゆとりや安心を感じること

人の温かさや結の精神を感じること

アウトドア体験を通じて
自分を見直すこと

歴史ある城下町で普段と
違う感覚を感じること

歴史・文化・伝統を
学んで成長すること

その他
市民
観光関連事業所
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（外部関係者調査）

⑷　大野市の象徴
○外部関係者が大野市の象徴と思うものは、「越前大野城」（94.0%）、「名水、御清水」（93.3%）、「七
間朝市」（89.2%）、「里芋（ころ煮等を含む）」（87.7%）、「北陸の小京都」（87.2%）となっています。
これらは、平成24年度の調査でも割合が高く、大きな変化は見られません。

越前大野城 94.0% 4.2% 1.8%

93.3% 3.0% 3.6%

89.2% 7.2% 3.6%

87.7% 7.4% 4.9%

87.2% 11.0% 1.8%

81.0% 10.8% 8.2%

80.5% 17.6% 1.9%

78.1% 15.0% 6.9%

77.8% 13.0% 9.3%

74.1% 19.8% 6.2%

69.3% 17.8% 12.9%

64.6% 29.1% 6.3%

63.9% 21.5% 14.6%

63.6% 27.8% 8.6%

59.9% 20.4% 19.8%

58.6% 30.9% 10.5%

58.1% 29.7% 12.3%

55.6% 21.3% 23.1%

54.1% 39.5% 6.4%

53.2% 34.8% 12.0%

52.2% 30.2% 17.6%

51.9% 24.7% 23.4%

50.3% 21.4% 28.3%

45.2% 21.3% 33.5%

45.1% 36.6% 18.3%

36.5% 31.0% 32.5%

35.0% 27.4% 37.6%

32.7% 37.7% 29.6%

28.2% 25.6% 46.2%

28.0% 41.4% 30.6%

25.2% 23.3% 51.6%

18.4% 24.7% 57.0%

名水・御清水

七間朝市

里芋（ころ煮等を含む）

北陸の小京都

歴史的風情の残る町割

九頭竜湖

人柄がのんびりと温和、保守的で忍耐強い市民

イトヨ

寺町通り

日本百名山荒島岳

米

金森長近公や土井利忠公などの歴史上の人物

地酒

農作業や冠婚葬祭でお互いに支えあってきた精神

六呂師高原

越前おおの結ステーション

宝慶寺

田園風景

醤油、味噌、豆腐、酢などの発酵食品等

九頭竜（昇竜）まいたけ

和泉地区の化石

藩主土井利忠公が整備した藩校「明倫館」

全国に大野屋を展開した大野藩の進取性

とんちゃん（ホルモン）

報恩講料理

穴馬スイートコーン

日本一の夜空

平家平

醤油カツ丼

里神楽や神子踊りなどの伝統芸能

面谷鉱山

0% 20% 40% 60% 80% 100%

そう思う

そう思わない

知らない
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⑸　今後磨くべき地域資源
○今後磨くべき地域資源について、市民、事業所、観光関連事業所のいずれにおいても、「食文化・
特産品」、「自然環境」の割合が高くなっています。

○いずれの項目においても、宣伝・アピールに関する意見が多くみられます。

2.5　来訪者
　

⑴　来訪回数・来訪割合
○来訪回数・来訪割合は、各調査結果から増加の傾向があるとみられます。

○聞き取り調査における来訪者の来訪回数は、「３回以上」が60.4%となっています。また、「２回」
（13.3%）の割合は、平成24年度の調査結果（7.5%）より5.8ポイント上昇しています。

	

（市民・事業所・観光関連事業所調査）

（聞き取り調査）

46.2%

38.5%

33.9%

13.6%

13.3%

57.0%

57.0%

34.9%

43.0%

5.8%

52.4%

52.4%

14.3%

38.1%

23.8%

0% 20% 40% 60% 80%

食文化・特産品

自然環境

観光地

歴史・文化・伝統

その他
市民
事業所
観光関連事業所

人の温かさや結の精神を感じること

26.4%

32.5%

13.3%

7.5%

60.4%

60.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回（H28.10）

前回（H24.7）

１回 ２回 ３回以上
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○観光関連事業所調査において、「大野市へのリピーターは少ない」（16.7%）が前回（33.3%）より割
合が大きく低下している一方で、「大野市へのリピーターは多くは無い」（41.7%）は、前回（20.5%）
と比べて割合が大幅に上昇しており、リピーターが少ないという認識は減っているものの多い
という認識も弱いといえます。

	

○また、観光関連事業所を利用する観光客について、「増えている」（46.4%）の割合は、平成24年度
の調査結果（16.7%）と比べて大幅に上昇しています。

（観光関連事業所調査）　

（観光関連事業所調査）

33.3%

30.8%

4.2%

2.6%

41.7%

20.5%

16.7%

33.3% 12.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回（H28.10）

前回（H24.6）

当施設・事業所にリピーターは多い
当施設・事業所ではないが大野市全体ではリピーターは多い
大野市へのリピーターは多くは無い
大野市へのリピーターは少ない
その他

4.2%

46.4%

16.7%

42.9%

33.3%

10.7% 0.0%

0.0%50.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回（H28.10）

前回（H24.6）

増えている 変わらない 減っている その他
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⑵　来訪のきっかけとなる情報源
○来訪者が大野市への来訪を決める際に参考にした情報源については、「家族・友人・知人の話（口
コミ）」（27.6%）の割合が高く、平成24年度の調査結果（20.5%）より7.1ポイント伸びています。

	

　

（聞き取り調査）
0% 10% 20% 30% 40% 50%

以前から知っていた

家族・友人・知人の話（口コミ）

インターネット・SNS・ブログの評価

旅行専門雑誌・ガイドブック

テレビ

行政や観光協会等が発行している
パンフレットやマップ

一般雑誌の旅行記事・広告

新聞旅行記事・広告

ポスター・チラシ（電車や駅・街かど）

行政や観光協会等のホームページ

旅行代理店の窓口・パンフレット

ラジオ

その他

40.1%
32.8%

27.6%
20.5%

12.6%
14.0%

10.1%
8.1%

8.8%
5.7%

7.6%
3.7%

4.7%

4.9%
4.0%

4.7%
1.3%

3.7%
1.0%

1.3%
0.8%

0.7%
0.2%

11.8%
21.2%

5.1%

今回（H28.10）

前回（H24.7）
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（WEB調査）

○都市圏住民が旅行先を決める際にきっかけとなる情報源についても、「家族・友人・知人の話（口
コミ）」（45.8%）の割合が最も高くなっています。

今回（H28.12）

前回（H24.6）

0% 20% 60%40%

家族・友人・知人の話（口コミ）

インターネット・ブログの評価

旅行専門雑誌・パンフレット

テレビ

旅行代理店の窓口・パンフレット

新聞旅行記事・広告

一般雑誌の旅行記事・広告

行政や観光協会等のホームページ

ポスター・チラシ（電車や駅・街かど）

高速道路のSAやPA

ラジオ

その他

特にない

45.8%
41.3%

37.4%
33.1%

34.4%
27.9%

31.4%
34.4%

18.1%
16.4%

16.3%
16.4%

15.2%
15.7%

10.6%
7.9%

8.5%
8.2%

6.5%
9.4%

2.6%
0.0%

1.4%
1.4%

1.4%
1.3%

6.6%
9.0%

行政や観光協会等が発行している
パンフレットやマップ
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○都市圏住民が旅行の行先を決定する際に重視するポイントについては、「美しい景観（豊富な
自然等）」（49.1%）の割合が最も高く、次の「観光・レジャー施設自体の魅力」（36.2%）は、平成
24年度の調査結果（24.5%）より割合が11.7ポイント伸びています。

（WEB調査）

今回（H28.12）

前回（H24.6）

0% 20% 60%40%

美しい景観（豊富な自然等）

観光・レジャー施設自体の魅力

温泉がある地域

交通アクセス・行きやすさ

手ごろな利用料金

そこでしか食べられない食事やスイーツ

日常から解放され癒される

いくつかの観光スポットが比較的近接している

口コミ・ブログなどでの評判

旅にテーマがある

駐車場の有無

混雑していない

都会ではできないことが体験できる

テレビ・雑誌等で話題となっている

オリジナルな企画やイベント

トイレ、休憩施設等の充実（豊富さ、清潔さ等）

賑わいがある

地元の人と交流できる

49.1%
45.2%

36.2%
24.5%

34.6%
29.9%

33.9%
31.4%

33.4%
40.3%

18.4%
23.6%

14.5%
21.9%

9.6%
14.6%

9.4%
7.5%

6.0%
7.5%

4.7%
4.9%

4.1%
7.7%

3.8%
2.7%

3.7%
2.5%

2.2%
1.8%

1.9%
2.6%

0.6%
0.1%

0.6%
1.2%
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今回（H28.10）

前回（H24.7）

0%

1.3%

0.0%
0.0%

0.0%
ー

ー

0.2%
0.0%

1.1%
0.6%

3.0%
1.3%

3.2%
1.9%

0.9%
1.9%

1.4%

3.2%
4.0%

3.2%

1.9%
4.5%

0.5%
4.5%

9.1%
6.4%

3.0%
6.4%

2.3%
7.0%

3.5%
7.6%

市街地における歴史巡り
（城・七間朝市・寺町通り等を含む）

ドライブ・ツーリング

グルメめぐり

温泉浴

イベント・祭り

自然観賞

ショッピング

登山

スポーツ（各種大会への参加を含む）

ビジネス

キャンプ

釣り

合宿（スポーツ等）

パワースポット巡り

移住を考えた空き家等の物件探し
（定住相談含む）

特に決めていない

市街地における名水巡り
（御清水やイトヨの里等の湧水地を含む）

郊外における史跡・文化財巡り
（神社・仏閣巡りを含む）

14.6%
17.2%

17.5%
33.1%

20% 40%

⑶　来訪の目的
○来訪の主な目的は、「市街地における歴史巡り（城・七間朝市・寺町通り等を含む）」（33.1%）の
割合が最も高く、前回（17.5%）より15.6ポイント伸びています。

（聞き取り調査）
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 2.6　大野市の観光面の課題

⑴　観光関連事業所が必要と感じているもの
○観光・レジャーの視点から、施設・設備面で大野市に特に必要と感じるものは、「公共交通機
関（移動手段）の利便性向上」の割合が59.3%と最も高く、次に「豊かな自然環境を楽しめる散策
路の整備」（33.3%）、「飲食店の充実」（33.3%）、「宿泊施設の充実」（33.3%）が続いています。

（観光関連事業所調査）

59.3%
56.3%

33.3%
21.9%

33.3%
12.5%

25.9%
18.8%

18.5%
3.1%

14.8%
21.9%

14.8%
28.1%

11.1%
3.1%

7.4%
9.4%

7.4%
28.1%

3.7%
9.4%

6.3%
0.0%

3.7%
9.4%

33.3%
28.1%

0%

その他

交通渋滞の解消

公園・スポーツ施設の充実

核となる観光交流施設の建設

観光情報を得られる拠点・案内所の整備

キャンプ場などレジャー施設の充実

観光施設への交通誘導サインの充実

トイレ・休憩施設の設置

まちなかの統一感のあるまちなみの整備

宿泊施設の充実

飲食店の充実

豊かな自然環境を楽しめる散策路の整備

公共交通機関（移動手段）の利便性向上

インターネットなどが有意義に利用できる
情報通信基盤の整備

20% 40% 60% 80%

今回（H28.10）

前回（H24.6）
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（観光関連事業所調査）

○ソフト面で大野市に特に必要と感じるものについては、「景観や自然環境（農地・山林・河川）
の保全」、「地元食材を活用した飲食メニューの開発・提供」、「首都圏・中京圏・関西圏など
でのPR」の割合が、いずれも32.0%と最も高くなっています。また、「地元食材を楽しめる飲
食店マップの作成」（20.0%）は、前回（0.0%）より割合が20.0ポイント高くなっています。

32.0%
34.4%

32.0%
21.9%

32.0%
28.1%

28.0%
21.9%

24.0%
21.9%

20.0%
28.1%

20.0%
0.0%

16.0%
21.9%

16.0%
18.8%

12.0%
21.9%

12.0%
18.1%

8.0%
9.4%

0.0%

0.0%
0.0%

3.1%

8.0%
9.4%

0%

その他

北陸でのPR

観光農園（体験・貸し農園等）の企画・充実

自然環境を生かした体験観光メニューの充実

土産物の開発・充実

特色のあるイベント（B級グルメ大会等）の開催

徒歩・自転車で回遊できるコースの開発

寺院・史跡など歴史的建造物の保全

観光情報の積極的な提供

温泉や地域資源をつないだ観光ルートの開発

首都圏・中京圏・関西圏などでのPR

地元食材を活用した飲食メニューの開発・提供

景観や自然環境（農地・山林・河川）の保全

地元食材を楽しめる飲食店マップの作成

生産者や観光ガイドなど地元の人との交流

20% 40%

今回（H28.10）

前回（H24.6）
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⑵　来訪者が不足していると感じているもの
○来訪者が大野市に足りないと感じている点などについては、「PR・情報提供」（21.1%）、「道路・
駐車場の整備」（15.8%）、「観光地の整備」（13.7%）、「買い物・食事」（12.4%）に関する意見が多
くなっています。

	

○「PR・情報提供」に関する意見としては、「観光のアピールが不足している」、「観光地までの
ルートや宿泊案内などの情報が不足している」など、「道路・駐車場の整備」に関しては、「道
路の案内板が少ない」、「道幅が狭い」など、「買い物・食事」に関しては、「食事のできるとこ
ろの案内を詳しく紹介してほしい」、「売店などが少ない」、「店員の愛想が良くない」などの意
見がみられます。

（聞き取り調査）

8.1%

なし

このままでよい

わからない

その他

イベント

まちなみ全般

自然

宿泊・温泉施設

道の駅

活気・賑わい

買い物・食事

観光地の整備

道路・駐車場の整備

PR・情報提供

0% 5% 10% 15% 20% 25%

21.1%

15.8%

13.7%

12.4%

3.7%

3.4%

2.8%

2.8%

1.9%

1.2%

5.0%

5.3%

10.9%
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３　ブランド戦略アンケート調査結果の総括

○本調査の結果から、大野市が都市圏住民に認知されてきており、実際に来訪者数も増えている
ことがうかがえます。越前大野城が「天空の城」として注目されている中で、これまでのブラン
ド戦略の取り組みの効果が重なって、来客数の増加につながっているものと考えられます。調
査結果からも、ブランド戦略により市民、外部関係者からは「観光客が増加している」、「新しい
特産品やサービスが生まれている」という評価を得ています。

○ブランド・キャッチコピー「結の故郷	越前おおの」については、市民の過半数が認知しています
が、ブランド化を進める上では、さらに周知していく必要があります。二度のアンケート調査
を比較すると、「お互いに助け合い、支え合う結の心あふれるまち」のイメージが市民の中で薄
れてきているとみられます。一方で、今回の調査では、来訪者の３分の１は、あいさつや親切
な応対を通じて「結」を感じることができたと評価しています。

○現在の大野市は、市民・外部関係者ともに「清らかな水」「豊かな自然」が強くイメージされてお
り、都市圏の住民が旅行の行先を決める際に最も重視している「美しい景観（自然等）」とマッチ
します。これらを「天空の城」効果と組み合わせて強く前面に押し出していくことが今後求めら
れるといえます。

○全体的には、これまでのブランド戦略による効果は得られており、今後の大野ファンの増加が期
待されます。
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４　越前おおのブランド・ロゴ仕様

4.1　ブランド・ロゴについて

⑴　かたち
　ブランド・ロゴのかたちは、大野盆地と大野市のランドマークのひとつである荒島岳をイメー
ジしています。その組み合わせが「結」を象徴するように結び目をシンボル化しています。結の心
によって、越前おおのがひとつになり、美しいまちを築き上げている様子を表現しています。

⑵　書体
　400年以上前からの城下町の風情を残すまちなみや七間朝市に代表される長い歴史と伝統、そし
て、そこに住む人々の素朴であたたかい人柄の両面を表現するために、伝統的な明朝体の骨格を
元に、芯を太く、全体に柔らかな印象のオリジナル書体としています。

⑶　バリエーション
　ブランド・ロゴは使用用途によって使い分けができるように、基本パターンのほか、縦パターン、
横パターンがあります。

【横パターン】

【基本パターン】 【縦パターン】
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⑷　ブランド・ロゴのカラーバリエーション
　さまざまなシーンで利用できるように、また、さまざまな「結」のかたちを表現するために、越
前おおのブランド・ロゴは使用用途に合わせて色を選ぶことが出来ます。
　ただし、通常は、あらかじめ制定した四つの基本色および白、黒のいずれかを使用していただ
くこととします。
　基本色は「結」の強い精神を象徴した赤、越前おおのの豊かな水を象徴する青、豊かな大地を象
徴する茶、優雅な自然を象徴する緑の四色です。原則として複数の色を組み合わせることはせず、
単色で使用します。

黒
C  0
M  0
Y  0
K  100

白
C  0
M  0
Y  0
K  0

赤
C  30
M  100
Y  100
K  0

青
C  
M 
Y  

100
 60
0

K  0

茶
C  30
M  60
Y  100
K  10

緑
C  80
M  20
Y  100
K  0
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4.2　応用展開例

　越前おおのブランド・ロゴは一部要素をデザイン要素として応用することができます。使用で
きるパターンは山だけ、あるいは山と円を組み合わせたパターンです。使用する際には下記の事
項を守ってください。
◦必ず基本パターン・縦パターン・横パターンのいずれかとあわせて使用すること
◦変型したり、線の太さを変えないこと。ただし、山の裾野は必要に応じて延長しても構わない
◦山と円のパターンの組み合わせ方は変えないこと

	

4.3　使用上の注意

　ブランド・ロゴを使用する際には下記の事項を守ってください。
◦ロゴを改変して使用しないこと
　縦長、横長などロゴを変形させることやロゴ中に別の要素を加えることを禁止します。
◦著しく視認性が悪い背景上では使用しないこと
ロゴの一部または全部の視認性が悪くなるような色またはパターンの背
景上で使用することを禁止します。
◦円の直径が30mm未満で使用する際には、フリガナを外したロゴを使用
すること
◦10mm以下で使用することを禁止します。

30㎜未満
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