
○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。ただ今から、越前おおの産業ブランド力向上計画の策定委

員会を開催いたします。地域経済部長の堂下から、ご挨拶させていただきます。 

 

○堂下部長 

改めましてお疲れさまでございます。大野市地域経済部長の堂下と申します。よろしくお願いいたします。本日は越前おおの産

業ブランド力向上計画第1回策定委員会に、委員の皆様のご出席をいただき、感謝を申し上げます。日頃は、本市の発展、と

りわけ産業振興に特段のご支援とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。また、昨年より、新型コロナウイルス感染症により、

本市の経済も、大変な影響を受けているところでございますが、皆様方には本当に、大変な状況の中、お力添えを賜っておりま

して、重ねてではございますが、感謝を申し上げます。市では現在、ワクチン接種を随時進めているところでございます。ワクチン

接種が進みまして、一刻も早くコロナ禍が収束するように考えてございます。市では、第６次総合計画がスタートいたしました。総

合計画の中では六つの基本目標を掲げておりますけども、その中で、地域経済分野におきましては、歴史、風土と新たな強み

を生かした活力あるまちを基本目標に掲げまして、各種施策をスタートさせているところでございます。中部縦貫自動車道につき

ましては、大野油坂道路の全線開通見通しが令和８年春ということで、公表されております。また、先の４月22日には、道の駅

越前おおの荒島の郷がオープンし、大変多くの方にご利用いただいている、そういった状況でございます。こうした中、この状況を

チャンスととらえまして、今回、皆様方ご協力いただきまして、これまでの越前おおのブランド戦略と、越前おおの観光戦略ビジョン、

この二つを合わせました、越前おおの産業ブランド力向上計画を策定することといたしております。これまでの経過から一歩踏み

出しまして、地域資源の磨き上げだけではなくて、市内の事業者様の稼ぐ力に、この地域資源を活用していただくよう考えており

ます。稼ぐ力につなげていくことが、本計画の目的とするところです。結びでございますけども、本日、オンラインを併用しての委員

会ということで、ご不便をお掛けすることがございますが、ぜひ忌憚のないご意見をいただきまして、皆様方のご意見を反映した計

画とさせていただきたくございますので、どうぞよろしくお願いいたします。開催に当たりまして、私からのご挨拶とさせていただきます。

本日はよろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

【委員紹介】 

なお、委嘱状につきましては、郵送で送らせていただいておりますのでよろしくお願いします。次に委員長および副委員長の選出

をいたします。越前おおの産業ブランド力向上計画策定委員会の設置要綱第五条第1項及び第2項の規定に基づきまして、

委員長1名及び副委員長1名を委員の互選により、選出いたします。まずは、委員長の推薦の方、どなたかございませんでしょう

か。 

 

○事務局 

委員どうぞ。 

 

○委員 

はい。南保委員ぜひお願いいたします。 

 

○事務局 

ただいま、委員の方から南保委員をご推薦いただいておりますが、よろしいでしょうか。 

 

異議なし。 

 

○事務局 

それでは、委員長を南保委員よろしくお願いします。続きまして副委員長の推薦はございませんでしょうか。 

 

○事務局 

委員よろしくお願いします。 

 

○委員 

はい。地元にも大変お詳しい川島委員を推薦をさせていただきます。 

 

○事務局 

ただいま、委員から、川嶋委員をご推薦いただきました。よろしいでしょうか。 



 

異議なし 

 

○事務局 

それでは、副委員長を川嶋委員よろしくお願いいたします。それでは、南保委員長から、ご挨拶をお願いします。 

 

○南保委員長 

県立大学 南保でございます。今日は越前おおの産業ブランド力向上計画策定委員会の委員としてお呼びいただきました。ブ

ランドといいますと、今もう当たり前の世界ですけれども、ブランドのブランドとしての要素とか、そういったものが必要だというように、

私は思ってます。手前のブランド論でありますけれども、５つぐらい要素があるんだろうなということを思っておりまして、一つは、やは

りブランドがブランドらしくあるための理念の問題だろうというふうに思っております。理念がないとですね、ブランドはないというふうな

ことを思っておりまして、二つ目はやはりですね、ブランドとしての圧倒的な存在感になるんだろうと思います。そして、三つ目は、ス

トーリー性といいましょうか、ブランドがブランドとして成立するにはストーリー性が必要だし、あとはですね、やっぱりファンがいなけれ

ばどうしようもない。ファンがいて、そしてそれを周知してもらってですね、商品にしろ、企業ブランディングを知っていただいてですね、

初めてブランドエクイティと言いましょうか、ブランドにおける価値が高まっていく。そしてその四つを合わせたですね、信頼感があって、

初めてですねブランドが成功していくと私は思っています。そういった面で、大野は、いろんな歴史資源そしていろんなところの多様

な資源がありまして、その中で５つの要素を高めながら、ブランド力の向上に、努力していただけるということが必要かなと思ってい

るところでございます。今日は、第１回目ということで、議題としては4つが挙げられています。ちょっと長丁場になるかとは思います

が、委員の皆様方にご協力ご支援賜りながら、そして知見をいただきながら、第１回目の策定委員会を有意義なものとしていき

たいと考えてございますので、よろしくどうぞお願いいたします。以上でございます。 

 

○事務局 

それでは議事に入りたいと思います。ここからの進行につきましては、南保委員長にお願いしたいと思います。 

 

○南保委員長 

ここからは、私が進行させていただきます。まず次第を御覧ください。次第の1点目、計画策定に向けた進め方について、説明を

事務局からお願いします。 

 

○事務局 

それでは議事の１点目、計画の策定に向けた進め方についてご説明いたします。資料１をご覧ください。 

本計画の策定までのスケジュールについてご説明します。本日、関係計画の振返り、計画の骨子（案）の提示、アンケート（案）

を提示させていただきます。アンケートにつきましては、大野市公式ラインなどを活用して、今月中を目途にアンケート調査を実

施いたします。第２回の策定委員会ですが、８月下旬を予定しております。内容としては、アンケート結果の共有と、それに対す

る皆様からの意見出し、柱となるテーマの設定、素材の選定、ＰＲ戦略・観光メニューの提案となり、計画の素案的なものをここ

で提示させていただく予定です。その内容に対して、９月の中旬目途に各団体の皆様含めて委員の皆様からのご意見を集約さ

せていただき、１０月の上旬に第３回策定委員会、ここで、パブコメ案の提示をさせていただきます。また、１０月下旬からのパブリ

ックコメントの実施に合わせ、シンポジウムの開催を予定しております。 

パブリックコメントを経て１１月下旬には、第４回目の策定委員会を開催し、計画をまとめ、市の予算要求に反映していけるよう

に考えています。そして、内部手続きや印刷など準備を進め、年明け２月頃までに策定したいと考えています。現時点での予定

ですので、変更する可能性があります。ご了承ください。以上です。 

 

○南保委員長 

ご意見等ございましたら挙手の方をお願いいたします。よろしいでしょうか。もし後でですね、またご意見等ございますれば。お受け

したいと思います。ではここのところは事務局の説明のとおりとさせていただきます。関係計画の振り返りについて、事務局の方か

らご説明をお願いします。 

 

○事務局 

それでは議事の２番目、関係計画の振り返りについてご説明させていただきます。資料2-1をご覧ください。事前に送付できてお

りませんので、オンラインの方は、画面上で資料を共有させていただいております。 

平成２５年に策定し、平成３０年に改定した越前おおのブランド戦略に基づいた主な施策の実施状況についてご説明差し上げ

ます。本戦略は、「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、をブランドコンセプトとし、「結の故郷 越

前おおの」をブランド・キャッチコピーとしております。計画期間は、令和４年度までで、数値目標の達成状況についてですが、４つ



の数値目標を設定しており、令和４年度の目標値ではあるものの、すべての数値目標で、目標値を達成できておりません。それ

ぞれについて簡単に申し上げます。１つ目の観光消費額については、現状は、実績と目標値に乖離がございます。まさに、この

部分が課題であると感じており、今回策定する計画により、伸ばしていけたらと考えています。２つ目のブランド・キャッチコピー『結

の故郷 越前おおの』の市民認知度については、目標の90％には届いていないものの、昨年度で75.7%と、ある程度認知されて

きています。３つ目及び４つ目の地域ブランド調査という民間が行っている調査の結果ですが、認知度・魅力度ともに大きな変

化はなく、なかなか苦戦しているという状況です。今後、今回の「越前おおの産業ブランド力向上計画」においても数値目標の

設定は必要となりますので、これまでの目標や達成状況などを見ながら検討していきたいと考えております。 

主な施策の実施状況ですが、この戦略では、４つの分野別ブランド化戦略とＰＲ戦略という構成になっておりまして、分野別ブラ

ンド化戦略の１つ目、「大野人のブランド化戦略」では、・ブランド・キャッチコピーやロゴの使用を推奨したり、大野へかえろうプロ

ジェクトの実施、観光体験プログラムの造成や、ＣＯＣＯＮＯアートプレイスにおける文化芸術交流の取組など、大野の人そのも

のをブランディングしていくという取組を実施してきました。分野別ブランド化戦略の２つ目、「歴史・文化・伝統のブランド化戦略」

では、越前大野城の整備、まちなかなど景観整備への補助などを行いました。分野別ブランド化戦略の３つ目、「自然環境の

ブランド化戦略」では、水をテーマとした取組であるＣＷＰや、自転車を活用したまちづくり、星空や化石といった地域資源を磨き

上げる取組を行ってきています。分野別ブランド化戦略の４つ目、「食・地場産品のブランド化戦略」では、主に、民間事業者の

新商品開発や販路開拓を支援してきました。これらを、本市のイメージアップとなるよう、各種メディアを活用しながら、ＰＲしてき

たところです。以上が、越前おおのブランド戦略の振返りです。続きまして、越前おおの観光戦略ビジョンの振返りについて、観光

交流課から、説明いたします。 

 

○事務局 

平成29年3月に策定いたしました観光戦略ビジョンに基づき、施策の実施状況につきましてご説明させていただきます。資料2－

2になります。まず29年３月に策定しました越前おおの観光戦略ビジョン事業の基本理念、これは、磨き輝かそう大野の宝、もて

なそう結の心で、とし、計画期間を平成29年度から今年度の5年間として、観光客でにぎわうまちを目指して取り組んできました。

数値目標は、3番にありますとおり、観光入込客数、宿泊者数、観光消費額の３つの指標を定めて各施策を推進してきており

ます。資料の方に概要が書いてありますが、平成29年度から令和2年度までの実績をグラフで示しております。特に昨年、全国

的にも同じかとは思うのですが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けまして、観光入込客数は前年比56.5％と非常に厳し

い状況でした。次に、これまで実施してきました観光施策について、戦略ごとに主なものをご説明いたします。資料2の2の右側を

御覧ください。基本理念に基づきまして、五つの戦略を構成しているそれぞれの基本戦略に沿って、基本方針を三つ定めていま

す。はじめに基本戦略の１、地域資源の魅力の向上における、主な取り組みを説明いたします。まず一つ目のポツですが、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個の風車を設置して、観光施設の

磨き上げを実施してきております。この取組によりまして、フォトスポットとして人気を博しまして、平成30年度の入館者数は5350

人でしたが、令和元年度は7070人。昨年度は、コロナ禍の中でも、1万９６５人ということで、昨年度の入込みは、対30年度の

２倍という形で、非常に伸びている状況となっております。２つ目のポツですが、星空の世界遺産とい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」を目指すということで公表しています。これに対して、南六呂師の防犯灯の光害対策を実施

しているところです。ブランド戦略でも、ブランドコンテンツとして掲げられております、「日本一きれいな星空」これを観光のコンテン

ツとして磨き上げるために、現在進行形で取り組んでいます。それでは次のページをご覧ください。基本戦略の２おもてなし力の

向上について説明させていただきます。ここでの主な取り組みが、下から二つ目のポツ商工会議所が輝センターに、大野丸のタ

ペストリーを設置して、観光客を楽しませてくれております。次にその下のポツで町中の既存の門型誘導サイン２２箇所を多言語

表記にして、観光客がまちなかをまわりやすいように、周辺施設を明示したり、英語のほかに中国語表記をするなどして取り組み

をしております。続きましてその右の方、基本戦略３。魅力の発信と情報収集力の強化について説明いたします。取り組みは、

下からふたつめのポツ、今年の4月22日にオープンしました、道の駅越前おおの荒島の郷におきまして、総合案内所が整備され

ております。そこでは、約50インチのデジタルサイネージがありますが、そこのサイネージを利用して、現在、季節ごとの観光情報を

流しているところです。次にその下のポツ、一乗谷朝倉氏遺跡、丸岡城と連携した御城印事業を実施しております。現在進行

形で実施しておりますけど、現在は、敦賀市の金ケ崎城と美浜町の国吉城が加わりまして、五つの城で御城印を実施してると

ころです。昨年の御城印販売数は8123枚で、売り上げが非常に好調です。次、左下、基本戦略4、周遊・滞在型観光の推

進について、ご説明させていただきます。一つ目のポツで、観光協会の各種事業を実施しております。今年の4月から「はしごスイ

ーツ」を実施しており、道の駅の開駅に合わせてスタートしております。市内菓子店のの11店舗で使えるクーポンチケットや、オリ

ジナル巾着が付くなど様々な特典が付いて販売している周遊イベントです。また、御清水のライトアップにつきましても昨年に引

き続き、今年も7月から実施をしていきます。次に、下から４つ目のポツ、旅館などで朝ご飯を提供するめぐみごはんを実施してい

ます。天空の城がブームとなりまして、天空の城を見に来られた観光客の方をターゲットに旅館で始められた取組になっています。

当初は旅館、4店ありましたけど、現在6店で、提供されています。最後に、その右の基本戦略５広域観光交流の拡大について

説明します。上から２つめのポツ、各観光施設にWi-fiやキャッシュレス決済の導入、洋式トイレの更新を計画的に進めながら、イ

ンバウンドを含め観光客の受け入れ環境を整備しています。Wi-fiにつきましては、現在対象となる観光施設は25施設あるんで



すが、Wi-fiの設置されているところ現在16ですね、約64％。今後も計画的に取組を進めていきます。次に、下から３つめのポツ、

株式会社モンベルの推奨する、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」のエリアが福井県で始めて登録さ

れています。これは大野・勝山・永平寺のエリアにおける九頭竜川沿いを中心としたサイクリングコースや、荒島岳の登山ルート、

九頭竜湖が登録されています。 

この取組に合わせまして、下から二つ目のポツで、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し

ています。今年の4月から開始して、２市１町で、自転車を借りられるものでございます。なおかつエリア内では自転車を乗り捨て

できるようになっており、このように自転車を活用したした広域観光の推進、周遊滞在の推進を、現在、行っているところでござい

ます。 

 

○南保委員長 

ありがとうございます。ここの振り返りについて、ご意見を伺いたいと思います。なかなか数値目標の達成というのは難しいところが

ありますね。コロナ禍でしたから、仕方ないと思いますし、多様な政策をやっていて、相乗効果みたいなものが高まってくれば、いい

のかなと思うんですけれども。ひとつひとつ見ていくと、それなりに面白いことをやっていて、いいなと思うんですが、全体として、向上

してくという形でどう持っていくかというところが、課題だと思うんです。ここに新しい企画を乗せて、シナジーを究めていく、やはり政

策としては考えなきゃいけないと思いますけれども、そんなことも含めながら、忌憚のないご意見、或いはご質問いただきたいなと

思いますがいかがでございましょうか。 

 

○委員 

今の観光戦略の振り返りもお聞きしまして、数字の方はですね、予定してるところに達してないところもありました。直近の数字な

んかかなり厳しいですけれども。実際こうたくさんやってこられて手をつけてこられていて、手ごたえを感じるというふうなところですね、

全体の数字を押し上げるまでにはいってないけれども、こういうところは、手ごたえを感じ始めているというところがあれば、ちょっとそ

のポイントを改めて、お聞かせいただけたらと思うんですがいかがでしょうか。 

 

○南保委員長 

これについて事務局お願いできますか。 

 

○事務局 

はい。近年ですけど、これまでの観光戦略の中で、女性にターゲットを絞って進めてきています。その中でご説明いたしました、か

ざぐるまとかはしごスイーツは、ターゲットを明確にできている。そのターゲット絞りをしながらの施策は実行できていると考えています。

また、今現在まちなかエリアや和泉エリア、六呂師エリアとエリア分けしながら施策を進めている、エリアごとにターゲットは多少変わ

ります。野球とかサッカーみたいに、対戦相手が変われば戦略が変わるということはありまして、ターゲットをエリアごとに変えていく

必要がありますし、女性ターゲット以外にもファミリー層やシニア層なんかもエリアで分けて取り込んでいけたらと思っています。 

 

○委員 

ありがとうございます。今ご説明いただきましてまさにターゲットを絞るというのはすごく大事だなというふうには思っております。女性タ

ーゲットということで傘のお話なんかもしていただきましたけども、私勝山ですけども、勝山でも観光面では失敗事例のようにずっと

言われてきていた、越前大仏ですね。これなんか、最近、インスタグラムの方でかなり取り上げられて、注目を集めてるとか、そうい

う状況になってきてるということもありますけど、そういう、こういう方にこういうものが刺さるっていうような、絞り込んだ路線で攻めてい

くってのは大事かなという風に改めて感じてます。あれもこれも何でもありますよっていうのは、何もないと言ってるに等しいっていうぐ

らいのつもりで、こういうのはこの人たちに合う、こういうものはこの人たちに合うという感じで。エリアという話もありましたけど、素材と

ターゲットというのを結びつけていくような、そういう姿というのをこれから考えていければいいかなというふうには思っております。 

○南保委員長 

ありがとうございます。大変貴重なご意見をありがとうございました。戦略的にと言いますか、やはり絞り込みというか、そういうところ

を、ご指摘いただきました。ほか、どうでしょうか。ご専門の先生にお伺いしたいんですけどね、リクルートの前川アドバイザーさま、

専門的に見てですね、今回の大野の振り返りですが、どのようにご評価されるでしょうか。ちょっとご意見いただきたいんですが。 

 

○アドバイザー 

よろしければ、先ほど示していただいた数値のスライドをもう一度、いただきたいんですけれども。数値目標の部分ですね。一つち

ょっとお尋ねしたかったのが、今ここ日帰り消費での目標というところを定めていらっしゃいますけど、宿泊を伴う、大野市私も昨年

度今年度と事業をお手伝いさせていただいておりますけど、当然その宿泊施設さんの受け入れ状況ですとか、もともとの数、そう

いった制限は制約はあるものの、宿泊、という観点で消費の目標というのは立てていらっしゃいますでしょうか。ちょっと質問になって

しまうんですけれども。 



 

○南保委員長 

事務局、どうでしょう 

 

○事務局 

宿泊を推進するための施策といたしまして、ナイトタイムエコノミーが発生するような施策は考えられます。もう一つ、主な実施状

況の中に、星空ハンモックが平成３０年度から展開しているところですけれど、このように、夜イベントとか観光客が夜入るような施

策は、これからも、企画していって形にしていかなければならないと考えています。その中では、昨年度は、御清水のちょうちんライ

トアップ。昨年度はコロナで実施できませんでしたが、一昨年は非常に人気を博しました「星降るランタンナイト」そういったものも

実施をしております。天空の城につきましても宿泊を誘客するようなお城が見える時期に、聞くところによりますと、見えるまで、1

週間とか、宿泊する方もいらっしゃると聞きしておりますので、そういった形の宿泊するような、取組を今後も企画していけたらと考

えております。 

 

○アドバイザー 

はい。ありがとうございます。今、宿泊に関しても、もちろん大野市には素材もあって、それを検討されているというお話だったと思い

ますので、よく理解できました。私が、なぜそういった質問させていただいたかというと、先ほどターゲットを絞って、それぞれに、適切

な資源をやっぱり訴求をして、そこで消費を産んでいこうと。いや、闇雲に幅広くやっていくんじゃなくて絞っていこうというお話だった

と思っていて、日帰りの目標が今立っていて、日帰りでは、こういった、さっきの若者も当然、消費を生んでいると思うんですけれど

も、やはり、観光消費という観点ですと体験、そもそも泊まっていただく時点で消費はかなり底上げされますし、それに加えて、アク

ティビティーを体験いただいたり、そういったことを提供すれば、当然ながら滞在時間がどんどん伸びて、消費も増えていくと、乗算

式に増えていくということもございますので、そのターゲットを絞って提供するといったときに、ぜひ両者の動き、何時に大野市に入っ

て、具体的に何時に出て行かれるのか、その中でどういったものを提供するのかといったところを、現状と、あるべき、ここまで持って

いきたいなというようなイメージをぜひ具体的に、書いて、それを皆さんと共有しながら進められればなというふうに思いました。ちょっ

と今、画面をお借りしてもよろしいですかね。少しだけ、じゃらんで直近、調査したデータもございまして、データといいますかまとめ

たものがございまして、投影をさせていただきますけれども、よろしいですか。 

 

○南保委員長 

よろしくお願いします。 

 

○アドバイザー 

はい、お借りしますね。ターゲットの話があったときに、これは体験アクティビティのコンテンツという観点にはなるんですけれども、これ

は大野ですとか福井そういったところではなくて日本全国の傾向だとかを、去年、じゃらんで毎年とっている調査をわかりやすく1枚

にまとめたものになっています。例えば、全国的にはまだまだ体験消費の市場って、大きくはないんですけれども成長市場にはあり

ますと、中でも、コンテンツによっては、比較的高い体験消費というものを生み出しているものもあって、例えば、こういう動向を探っ

てみると、小学生以下のお子さんを連れていらっしゃる方が一番体験コンテンツを実施していらっしゃるですとか、そういった方々は、

果物刈りですとか動物が関連する体験ですとか、マリンスポーツ川遊びのような、子供さんが伸び伸びと遊べるような体験、こうい

ったものを、実際体験されているようですとか、一方カップルでこられる方はこういったものですよですとか、こういった全国的な大き

な傾向というものがあるので、大野の場合は、この素材は誰をターゲットにして、何を提供するんだっけ、それが幾らぐらいなら受

入れるんだっけということは、ぜひ全国的な傾向だとか、トレンドを見ながら、定めていく必要があると思っておりますので、例えば先

ほどの、これはペルソナといいまして、よりターゲットのイメージを具体化するために、こういったものも書いているんですけれども、例

えば、家族でお子さん連れてこられる方は、どういった価値感を大切にされているのか。子供のやはり成長、子供軸で、こられると。

なので、こういった家族で楽しめる、こういったコンテンツがありますよとか、九頭竜でこういった体験ができますよではなくって、それを

通じて子供がどう成長されるのかですとか、子供が、どんな体験を旅行でしか得られない体験を大野でしか得られない体験を受

けられるのかですとか、そういったストーリーみたいなものが、非常にこういった家族には刺さるといいますか、そういったものを大切に

される傾向にあるようです。こういった、それぞれの旅行者のニーズだとか、ペルソナをまとめたようなものもございますので、こういった

ものは全部ご提供させていただきますんで、大野の場合は、このコンテンツは、どういった方をターゲットにそういった人たちは何を大

事にしているんだっけというようなことは、ぜひ、こういった場でも考えていければなというふうに思いました。 

 

○南保委員長 

ありがとうございます。非常に具体的にご説明いただきまして、基本的な観光戦略のコンセプトというか基本的な、５W２Hじゃな

いですけれども、そういったところを少し、詰めていかなきゃいけないなって話を、前川アドバイザーから頂きましたし、それと滞在時

間ですね、滞在時間ももし大野市さんのほうでやっていなければ、ちょっとこれからモニターで取り入れて、少しどう変化するのかな



という。プランを導入したときにどういう変化が現れるかということですね、一度やってみてはということですかね。前川アドバイザー、

こういう理解でよろしいですかね。 

 

○アドバイザー 

おっしゃる通りです。モニタリングは本当に一番大事ですし、まずは現状と、あと向かいたいところでそれに対してじゃあどうやって計

測するのかといったことは併せて検討する必要があるというふうに思います。 

 

○南保委員長 

ありがとうございます。 

 

○委員 

今の前川アドバイザーからのお話もあった通り、その動向といいますか傾向を確認するっていうふうにとても大事だと思っていまして。

併せてですね、これまでのブランド戦略なんかも全部拝見をさせていただいたんですが、今回テーマが稼ぐということで、日帰りなり

宿泊でこられた方が、どういう買い物してどこ行って何を食べてるのかと、ある程度の傾向と関連購買、例えば和泉スキー場行っ

た人が帰りに温泉入った、その後どんなものを食べてとか、そういう傾向が確認できるのであれば、調査をしてですね、その傾向か

ら、さらに関連づけられるものが何かというようなことがまとめられると非常にいいかなと思いますので、そういうこともできればなと。 

 

○南保委員長 

ありがとうございます。具体的なご意見をいただきました。 

 

○委員 

今までの前川アドバイザーとかのお話をお伺いさせていただきながら、少し戦略的に変える必要性があるのかなというふうに今は

考えております。ＫＰＩでですね観光消費額というところも比較をされてるんですが、全国的になかなかそこまでいってないと。ただ、

大野の中にはしっかりした宿泊施設はあるんですが、客室数としては流入の観光客に対する、客室数の定員ですね。そういった

ものがなかなかうまくKPＩに入ってないんじゃないかというふうな気はしております。ですので、例えば宿泊の部屋数と観光入込客

数ですね、それをある程度割ったような観光消費額も、実際にそこまで、はたして、いけるのだろうか。もともと観光地として、成長

してきた高山市とかですね、大きなホテルを抱える市町の観光消費額などとＫＰＩとが整合性がとれてるのかというところも検証す

る必要性があるかなと思っております。それと、最近感じておりますのは、コロナ感染症の関係でですね、先ほど前川アドバイザー

の方からもお話がありました通り、旅行会社というふうなとらえ方のですね、今までバスツアーであるとか、そういったものをお客様ニ

ーズの変化というものが多分今後考えられるかなと思っております。ですので、どちらかというと今まで大野はバスでは入れる施設

があまりなかった。だけどこれからは、どちらかというと個人向けの観光のコンテンツといったものがフューチャーされてくると、いうふうな

形になってきて、その辺のところもう少し絞り込みとそういったことを進めていく必要性があるのかなというふうに私は個人的には考え

ております。以上です。 

 

○南保委員長 

現場のですね、貴重なご意見を頂きました。観光ニーズの変化とか、その辺を少し突き詰めていかなきゃいけないだろうなと。あり

がとうございます。 

 

○委員 

お菓子の分野からですけれども、大野はおいしい水がありますよね。夏でしたら季節商品ありますが、水まんじゅうとか、冬ならでっ

ちようかんがっていうのは、菓子組合としても、発信していくような形で、皆さんに推奨しているのが現状です。 

 

○南保委員長 

でっちようかんおいしいですよね。 

 

○委員 

でっちようかん祭りは、（コロナの影響で）ちょっと控える感じになっています。 

 

○南保委員長 

夏はできないんですか。 

 

○委員 



夏はちょっと作業性というか、それが問題で、できないんです。冷たい水で冷やす必要があります。 

 

○南保委員長 

ありがとうございます。 

 

○委員 

麺類組合としては、毎年新そばの時期にＰＲをやっているんですけど、去年は菓子組合とコラボさせていただいて、そばにでっちよ

うかんを付けて提供させていただいた。知名度、認知度あげるためにやっています。今年も別の事業でやってみようと。続けるのが

大事だと思うので、これからも継続してやっていけるようにしたいです。 

 

○南保委員長 

頑張っていただけたらと思いますし、新しい企画も考えていただけたらと思います。ありがとうございます。また皆さんにお聞きしたい

んですが、先の議題を、これを進めつつですね、またご意見、ちょっと聞きたいと思います。（3）の計画の骨子案について、事務局

から、よろしくお願いします。 

 

○事務局 

 まず、本計画の概要ですが、先ほど振返りでご説明差し上げた２つの計画を統合し、地域資源を観光的な視点を含めて磨

き上げ、戦略的に、市内事業者の「稼ぐ力」に繋げていくような、実践的な計画にしていきます。 

 計画期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間で、令和８年度は、中部縦貫自動車道の県内全線開通の年という

こともあり、その辺りも意識していけたらと考えています。 

 本計画のポイントについてですが、ドメインコンセンサス、直訳すると内部の合意形成ということで、行政ひとりよがりの計画とな

らないよう、しっかり市民と事業者様とを巻き込んで計画を作ってまいります。また、フレキシビリティということで、特にコロナ禍であ

り、世の中の状況も変化しています。一度決めてしまったからと凝り固まることなく、柔軟に変更していけるような計画にしていけた

らと考えています。次に、選択と集中です。例えば、ブランド化を進めていく素材についてですが、全てのブランディングに力を注い

で、結果どれもイマイチだったということにならないよう、まずここに力を入れるというものを皆様と決めていきたいと思います。 

最後に、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にしていきます。これが、ドメインコンセンサスを得ていくこと

においても重要な要素の１つであると考えています。続きまして、構成についてご説明させていただきます。第１章は、先ほどの振

返りをまとめ、計画策定の目的や目標などを明確にします。「稼ぐ」ということに繋げていくように考えています。第２章で、柱となる

テーマを設定します。現在、自然環境や、環境共生、生命を守るなどの現在の大野市のイメージと、これからの大野市が大切

にしていくものを併せて考えていきます。後ほどご紹介するアンケートを参考に、事務局でもませてもらい、次回、提案させていた

だきます。第３章では、第２章のテーマにぶら下がる形で、素材別戦略シートを作成します。米、大野在来そば、荒島ポークなど

新しい食材、水、星空、商店街、市内の企業など、磨き上げていく素材を設定します。資料４をご覧ください。例えば、米であ

れば、大野産米の現状や抱えている課題を洗い出し、ブランド力を高めていくために、市民、事業者、行政でそれぞれどのような

ことができるのかを示していきます。これも、どの素材を選定するかは、アンケートを参考にしていきたいと考えています。 

続いて、資料３にお戻りいただき第４章ですが、ＰＲ戦略や、観光の仕掛けなど、第３章で設定した素材をどのように「稼ぐ」に繋

げていくかを示します。ここにあるように、星空とお米を組み合わせるとか、観光をスパイスとして、素材を磨いていきます。また、一

例ですが、ＳＮＳで大野をＰＲしてくださっている方のお力をお借りしたり、飲食店に大野産米を使っている場合は共通のＰＯＰを

お配りするなど、みんなで大野ブランドを高めていくようなことをお示しできたらと考えています。このような部分でも、資料いちばん

下にございますが、まちづくり会社や事業者さんなどを巻き込み、ＷＧという形で、市民の意見を反映させつつ、計画策定後の

発信も一緒にやっていただけるように考えています。以上計画の骨子（案）でございます。 

 

○南保委員長 

ありがとうございます。ご意見はございますか。 

 

○アドバイザー 

骨子の中で、やはり市民ですとか、市民の方々事業者さん地元の方々を巻き込むというのは大賛成です。そういった方々がしっ

かり納得感を持って、自分たちが我が事としてやはり発信していただくというのは非常に大切な観点だと思うんですが、ちょっと補

足させていただくとしたら、これからもちろん具体的に検討されると思うんですけれども、なぜ彼ら、彼女たちに、そういった情報発

信を一緒にやっていただく必要があるのか、またそれは誰に対して情報を届けたいから、そういったことをする必要があるのか。もしく

は、自分たちがやはりそういったにぎわいを、しっかり醸成して、そういった感じを出していかないとそれが旅行客に対して、やはり伝

わってしまうからとか、そういった、現状と、本来、やりたい目的といいますかあるべき姿とのギャップがあるからこういったプロモーション

をやって認知を上げていこうということが当然あるはずなんで、ただ単純にＳＮＳをやりましょうですとか、単純にポップを出して、認



知していただきましょうではなくて、何かしらそれをやった向こうにあるべき姿というものがあるはずですので、そういったことを、おそらく、

ちゃんと伝えてあげないと、地元の皆さんも、いや言われたからやって終わりになっちゃう地域を他でもやっぱり見てきましたんで。自

分たちが、我が事として取り組むためには、そういったことをやって実現したい未来があって、そうなると自分たちがやはり稼げるとか、

自分たちにしっかり帰ってくるんだっていうところを見せないと、一過性のものに終わったり、取り組みが中途半端になってしまったり

すると思いますんで、もちろんここは例として、ＨＯＷの部分を挙げていただいているので、これからそこを検討いただくんだと思いま

すが。なので、彼ら、皆さんを巻き込んで、巻き込んだ上で何をしていきたいのかということは、丁寧にうまく伝えてあげないといけな

いんじゃないのかなというふうに思いました。そのあたりは、今後も私からもいろいろ必要な観点は、ご提示できればと思います。 

 

○南保委員長 

そうですね。でもビジョン的目標、目的があって初めて戦略戦術が立つと考えてもらってその絞り込みというか、そういうことが一つ

目だと思いますので、またいろいろですねいろんなご意見いただきたいと思います。ありがとうございます。挙手、よろしくお願いしま

す。 

 

○委員 

今前川アドバイザーの方からもちょっと話がありましたことにからみますので、口挟ませていただきたいなと思いまして、今資料3、資

料4、どちらにも関わってくることなんですけども。課題を挙げていただいていますし、資料3の方では第2章でテーマの設定というふ

うになってるんですけども、ここで言うあるべき姿という先ほど表現使われておりましたが、どこまで行きたいのかと、例えばお米でし

たら、米、魚沼産コシヒカリに、こういうところでは負けない大野米と、いうような位置付けだったら、荒島ポークというのは、例えば

鹿児島の黒豚に比べて、こういうとこでは負けないよというポジションにたどり着くっていうような、そのゴールのイメージっていうんです

かね。それを描いて、そこに向けて今、何が足りないのかと。その間を埋めるために、どういうふうなことをしていくのかっていう、そうい

う考え方をしていくべきなんじゃないかなと思いますので、資料3とか資料4のところですね。課題のところで、それぞれのテーマでゴ

ールのイメージが、定義がされて、そこに向けてアクション考えられるっていうような形でいけたらなと。あとのこのアンケート、この後の

議題のアンケートにも関わってきますけれども、アンケートについても、例えば米なら米、星空なら星空で、どういうところまで大野

の目標がありますか、行けたらいいと思いますかというような、そういう要素もちょっと入れられると、いいかなというふうにちょっと思っ

ております。というのも福井県っていうのは素材はあるんだけども、ＰＲが下手だっていうふうによく言われますが、これはちょっと意味

合いが少し違うなというふうに思っておりまして。PRが下手というよりは、うまくＰＲできる位までにコンテンツが仕上げられていないっ

ていうのが実態じゃないかなというふうに思ってるんですね。星空なら星空というものを、単に綺麗だっていうだけではなくて、それが、

こういう楽しみ方をさせたら大野が一番だと。いうようなところまで仕上げるっていう、福井の観光の場合は、それがちょっとまだいっ

てないところが多いと。例えば恐竜博物館であれば、恐竜についてこれ以上のものは、日本にほかにないねっていうことで、非常に

わかりやすいんですけども、それ以外のものの多くは、そういうわかりやすい説明ができない、価値の提供ができるところまでいって

ないということじゃないかなと思うので、そういうここまで仕上げたいっていうところを考えていけたらいいなと思います。 

 

○南保委員長 

ありがとうございました。大変貴重なご意見です。はい非常に具体的なお話が出てきているような気がいたしますけれども。ほかど

うでしょうか。よろしくお願いします。 

 

○委員 

私も、今の資料３等の資料を見させていただきまして、今までの戦略で、かなり、ブランドに関しましては、大野市に土台ができて

きたのかなってことは少し感じております。そんな中でもうちょっと観光入込数を増やすとか、考える段階入ってきたのかなっていうの

は感じます。コンセプト自体から考え直さなくちゃいけないなと感じております。特にこの資料3の第2章の自然環境なんかを売り

込むためにも、今まででしたら観光って言いますと観光客だけっていうニュアンスで戦略を打ってきたのかなっていう気はします。こう

いうところで、この自然環境とかいうところでも、地質学学会とか、そういう大会が、先ほどの星空に関しましても、全国大会を誘

致するようなお話もございました。自然環境の大野市の地質学っていうのも非常に魅力あることをお聞きしております。その中で

全国もしくは世界大会まで、そういう研究者や学者に寄っていただくっていうことでも大野市自体のブランド化に繋がるんじゃない

か。そういうふうな観点からの観光客以外の、引っ張れるような、ターゲットを観光に関しましては、ターゲットを絞るというのは大事

だと思うんですけれども、少しジャンルを観光以外のジャンルも考え、戦略として考えていけたらなというふうに感じます。そうすると

ＰＲに関しましても、先ほどお話ありましたようにコンテンツをちゃんと仕上げるということですが、このＰＲに関しましても、そういうふう

なＳＮＳとかそういう部門だけではなくて、そういうまた違うジャンルの人からの、ＰＲをしていただけるような、ちょっと物、角度が違っ

たところから大野市を見てもらうっていうふうなことも、これからは考えていけたらなと感じております。 

 

○南保委員長 

ありがとうございます。観光という言葉にとらわれずに少し枠を広げながら、観光につなげていくといったらいいですかね。かかわる人



を増やしていくというか、大野に来られる方を増やしてPRしてもらうっていうような感じなんで、聞かせていただきました。ありがとうご

ざいます。 

 

○委員 

委員の方からお話があったんですが、私も大野にはたくさんいろんな素材、素晴らしい素材がたくさんあるなっていうのを感じてるん

ですが、稼ぐっていう観点で申し上げますと、お客さんのお金を払う、対価を払う対象としての商品がやっぱりあるべきかなと思って

まして、素材で終わらせずにですね、ぜひお金を払う商品としての価値まで磨くとですね、もっと稼ぐことに繋がっていくのかなという

ふうに考えてます。で、一つ特徴的な感想としてはですね、普通はまちなか集客に苦しむ地域が多くて、周辺の観光地にはお客

さんたくさん来ていてまちなかにお客さんが来てくれないってことで悩んでらっしゃる自治体さんが結構多い中で、大野はおそらくで

すけれども、まちなか観光が伸びてるっていうような話もちらっと伺いましたもんですから。そういう意味ではまちなかになぜお客さん

が集まってくれるのかっていうところは一つの強みなのかなってふうに思いますので、まちなかに来ていただいたお客様にどういうふうに

商品を届けてお金を気持ちよく支払っていただくのかっていうところが、大野の強みを磨くということになるのかなっていうのをちょっと

感じました。 

 

○南保委員長 

そうですよね。100万人も来るようなこんな小さなまちそれだけの人が来るわけですからそれをうまく経済性に結びつけるべきです

ね。 

 

○委員 

今、大野市、まちの中にもかなり人は来ていただいてますが、コロナ禍の中では非常に少ない状況です。やはり、皆様のお話から、

まさしくそうだなと思うんですが、あと、やはり観光会社を、やはり一つ、お願いしながらタイアップしながら、まちに来ていただく、おろ

していただく。例えば今、福井でお得キャンペーンというのが出ておりますよね。宿泊で5000円から1万円の割引、そして、5000円

の割引とかあるんですが、もう間もなく、どうも8月の緊急事態宣言終わった9日以降に新聞で改めて報道等があると聞いており

ますけども、嶺北方面も２つの案勝山と大野の案が出ております。1万円のところ、日帰りでお昼食。体験観光を入れて5000円

で、さらに2000円のクーポンがつくと、いうことで何と3000円で夕食が食べられ、体験もできお土産ももらえるという、そういうような

今キャンペーンを今やってるところですよね。そういうところにやはり乗ってですね、どんどんどんどんお客さん来ていただく、そのプラン

以外にも、旅行者を通じますといろいろな、何も手数料を取られるとかじゃなくて、それもそのままのお金で、旅行者さんがしっかり

と、1万円から5000円を、そういうのを利用していただく。で、大野を活用してもらうという方法が今あるのになという中で、実は登

録していらっしゃる宿さん、それから食事関係ですね、いわゆる安心安全コロナの対策をしてないところが多々ありまして、ちょっと

残念なところがあるのが現状です。今後我々もそういうような施策があったときに、ぜひ、早いうちからお声をおかけして、登録しま

しょうというようなことで進めていかないといけないかなとちょっと今思った次第です。８月には終わるようでございますので、今回のこ

のブランド化については、ちょっと間に合わない状況なのかなというふうに思っております。それからもう一つ、やはり大野の旅館に宿

泊すれば、例えば、六呂師の星空を、例えば桟敷席で見ることができますとかですね。そういうようなやつをもうプラスアルファを必

ずして、これはもともと大野市さんが考えていただいて非常に人気があるんですが、お蕎麦とスイーツのコラボですね、それ私どもは

お売りしてるわけでございますけれども、そんな形でやはり、何かとなんかでコラボして、そういうのをお売りする、という形で素材を集

めて稼ぐ力をみんなで考えると、いうようなことでお手伝いしたいなというに思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

○南保委員長 

どうもありがとうございます。 

 

○委員 

商工会議所としましてはまず方向性のこの稼ぐというところはやはり事業者さんにとってはすごく重要なところでございます。なかな

かですね先ほどおっしゃられてます、まちなかにこられているものの、そちらでお土産物を買われるのか、宿泊が少ないこともありまし

て、なかなか事業者さんに、お金が落ちるといいますか「稼ぐ」になかなか繋がっていない現状です。今ブランドを高めて高く売るっ

ていうことは本当に大事なのかなと思います。どうして大野の方というのは地元の、皆さんがお客様なので、このままでいいとおっし

ゃられる方がかなりいらっしゃるんですけれど、やはり皆さんの事業者の方の意識も改革しながら、人口減少にもなっておりますの

で、外から稼ぐ。それがどうしたらいいか、自分たちの商品をブランド化、連携しながら高めて、外に向けて高く売るということを商

工会議所の方も、事業者さんの方に、もう少し、意見をですね、皆さんの意見をまとめながらですね、皆さん、大野全体で、ブラ

ンド力を高めて商品を高く売れるような、何か政策が、施策ができないか検討していきたいなと思っております。 

 

○南保委員長 

ありがとうございます。 



 

○事務局 

資料５をご覧ください。こちらは、先ほど骨子案でご説明した第２章のテーマ及び第３章の素材別戦略シートとする素材の選定

の参考とするため、市民・市外の方からアンケートを取りたいと考えています。今のところ、市の公式ラインなどを活用する予定で

す。 

 設問としては、問１で大野市のイメージを聞きます。問２では、個別の素材で、ブランドを磨いていくものを、【食】や【まちなか】、

【自然】【イベント】【歴史・文化・産業】ごとに〇をつけてもらいます。問３で、具体的な取組案を聞き、問４で、ブランドキャッチコ

ピーの認知度を調査したいと考えています。以上です。 

 

○南保委員長 

こういうアンケートを打つということですけれども、内容等についてですね、またご意見いただきたいと思いますし、時間が限られてま

すので、これまでの内容含めて、全体通して、まだご意見いただいてない方も含めて、ご意見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。 

 

○アドバイザー 

磨いていくべき素材。当てはまるものを選んでいただくところでぜひ、なぜそれを磨いていくべきか、もう少しわかりやすく言うと、その

素材の強みは何か。ということを一緒に回答していただくべきかなと思いました。ブランド力って結局、同じ商品、同じ価格帯のも

のであっても、何かそこに差があるから、それを、人々がこう食べてみたい買ってみたい体験してみたいって思うわけで。例えば、私、

個人的に晴れた日に大野城に残った時に、あそこから見た眺めが忘れられなくて、周り、町並みが本当に綺麗に見えて、山に囲

まれてそこ鷹が飛んでいてみたいな景色が、これは他の天守閣に登った景色とは全然違うなっていうふうに思いました。その素材

の何を、選んだ人は強みだと思っているのかということは先ほどの話も出てきましたが、それを具体的に一言ずつでも書いていただ

くべきかなというふうに思いました。問３に関わる部分かもしれないですけど、素材の強みっていうところを明記いただきたい。あと、

これはちょっと全然別の観点になるんですけど、性別のところが、昨今男性女性だけで選択肢は設けておくとどうなのかなという意

見もあるので、ちょっとその他がいいのかわからないですけれども、答えたくないみたいなものも含めて、入れておくといいのかなと思

いました。 

 

○南保委員長 

そうですね。反映してください。ありがとうございました。 

 

○委員 

今前川さんからも話ありました通り、なぜそう思うのかとか、逆に地元民として、なぜ好きなのかとか、そういうことも答えられるような

欄を作っていただくと、より具体化するかなというのが1点思いました。あと、もう一つ、アンケートの設問全体ですけども。例えば自

然アウトドアの中に、スキーとかウインタースポーツっていうのが、今書かれてないんですが、大野含めて奥越の強みっていうのは冬

も積極的に、スキーとか、スノボとか、ウインタースポーツで楽しめるというのは、他の市町にはない強みだと思うのでそういう視点で

また追加をしていただけるといいかなと思いましたので、またご検討いただければと思います。以上です。 

 

○南保委員長 

ありがとうございます。 

 

○委員 

全体的なことにはなりますが、アンケートの前川アドバイザーもおっしゃられたのと少し関連はいたしますが、やはりあるべき姿と、こ

のアンケートの中にもですね、市民の方がその商品、そのブランド一つ一つを、どのように出していくといいのかというようなイメージ

が、お持ちの方がいらっしゃったら少し何か記載をいただけるような形がいいのかなと思っております。最終的に物を磨くだけでは売

れませんので、物を磨いてそれをどのように展開して出していくかという出し方の部分出口の部分の見せ方というものが少し、市民

合意形成も含めてですね、今回の委員会の中で最終的に見せていけると一番いいんじゃないのかなというふうに思っておりますの

で、少し加味していただけるといいかなと考えております。以上です。 

 

○南保委員長 

はい。ありがとうございました。そうですね。磨くだけでは駄目だと。売り方まで、そうですね。何か発言できるような欄を設けていただ

きたい。ありがとうございます。 

 

 



○委員 

まず一つご質問がございます。私も食特産名物でも鮎はぜひ入れてほしいなと思ってるんですが、九頭竜鮎というネーミングは、

これはどなたが考えられたというかどのような形でお出しになったんですかね。 

 

○事務局 

はい。九頭竜川の鮎ということです 

 

○委員 

九頭竜川の鮎というイメージですねっていうことは、大野市、真名川というのが実は市内にもあって、非常にここも実はブランド化

しようかというのがあるんですが、それを全体含んで和泉からずっと九頭竜川が流れております真名川も支流ですので、そういう意

味のとらえ方ですよね。 

 

○事務局 

九頭竜というネーミングにこだわりはありません。 

 

○委員 

了解。ぜひ川魚というのも一緒に入れといていただきたいなと思います。それから3番でございますが、ぜひ、1項目、ふやしていた

だきたいのは幕末のころに使いましたというか、大野丸。ぜひこの史跡、ゆかりの跡というなことでですね、ぜひ大野丸に関したとこ

ろも入れていただけるといいなと思います。河野町ですかね越前町の飛び地から、それから、函館江差あちら辺のところなんかも

いろいろとゆかりが出てくると思いますので、そういう人の行き来、それから、確かアメリカ船を引き上げたんですよね。そういうところ

でもしかするとそれ確かワシントンだと聞いておりますが、ワシントンと姉妹都市なんかも結んで行き来もできるかなと思いますので、

そういう意味でブランド力を磨けるんじゃないかなと思います。ぜひ、お入れいただけると幸いです。以上でございます。ありがとうご

ざいます。 

 

○南保委員長 

私も大野丸はぜひ、入れてくださいというお願い申し上げます。 

 

○委員 

何をセールスポイントにするか。例えば、お客様が、街を見学するんですが、宿泊までは行かない。いかにして宿泊を進めるか。

例えば、大野市内のどこかに仮の話で、例えば温泉が沸いたとすると、温泉につかりにくる人はいると思うんです。そうではないか

ら、幸いその地下水に恵まれていましてね。過去に、広島から来られたお客さんで、うちに泊まられた。お風呂入ったんですが、循

環式の風呂ですね、うちの場合はそしたら水のにおいが。広島とは違うな。我々は何とも思わないんですが、水のにおい。ところが、

大阪とか滋賀県とか広島のお客さんの話を聞くと、温泉ではないんですが、循環風呂の場合は、何とも言えず気持ちがいい。だ

から、水を、名水の郷というだけで、御清水でペットボトルだけを、タンクで採取しに来るお客様もおられるんですが、その水で沸か

したお湯を何とか利用する仕方によっては、多分、ＰＲ、セールスポイントに、ＰＲの仕方にもよるんですが、なると、それを成就さ

せるかどうかは、我々の、ＰＲ力、かかっていると思います。なにを、新商品としてPRするか、中高年の方が、また来たいなと思う。

何か。食事が、おいしい。米、これは大野産のコシヒカリもう一つは、こんな山の中で刺身がおいしい、多分その冷凍なんですけど、

刺身がおいしいだから、もう鯖の丸焼きはこんなの初めてだ。まさかこんな大野のまちで、蟹が食えると思わなかった。ですからさと

いもとかずいきのすこでなくても、やっぱり素材、それをいかにして、食べてもらえばわかるんですが、食べる前にするＰＲの仕方だっ

たら、一遍味をしめられると、またその中高年のご夫婦はまた来ます。 

 

○南保委員長 

そうですね。いろいろこれから考えていきたいと思いますんで、大変いいご意見ありがとうございます。 

 

○委員 

このアンケート案なんですけども。私が思ったのは、これ今から、大野市民に、配布するアンケートですね。 

 

○事務局 

公式ラインの登録者送りしますので、市外の方もいらっしゃると思いますし、今検討してる市外だけ対象に、紙で送ろうかというこ

とも今検討しております。 

 

○委員 



今の個人情報とか、そういったので厳しいのかもしれないんですけど。大野に住んでて、よそに出ていった人。例えば、学生さんで

大学とか、そういったので大野にいたけどどっかよその県とか、いった人とかにも、何かアンケート取れると、よそのところと比べて、大

野のここがよかったなっていうのを、意見が取れるんじゃないかなあと思って、もし可能ならそういったのもできるといいんじゃないかな

と思いました。 

 

○南保委員長 

はい。ありがとうございます。ここでまた検討して、説明でいきたいと思いますので、ご意見ありがとうございます。 

 

○委員 

アンケートの問3ですけど、大野市が越前おおのブランド力向上に取り組み稼ぐ力につなげていくということについては賛成とか大

賛成なんですが、このアンケート普通の会社員がこう見られたときに、何となくピンとこないような気もするので、その稼ぐ力にプラス

して、例えば大野市民であることに誇りを持つために重要なこととか、そういうのを加えた方が、一般のサラリーマンの方としてもな

んか自分のことのように、答えやすいのかなというふうに感じました。以上でございます。 

 

○南保委員長 

はい、ありがとうございます。 

 

○委員 

私の仕事上、水を軸にした商品を考えるようにはしている。例えば、米、蕎麦や地酒、特に地酒なんかは使うようにはしている水

を大事にしていく仕組みでやるっていうのも大事にしていきたいです。 

 

○南保委員長 

はい。ありがとうございます。大野では水は外せないと思いますし、地域内の商品を使いながら、先ほど言われた仕掛けづくりです

ね、やってかなきゃいけないと思います。 

 

○委員 

アンケート項目の件なんですが、（3）、問２の（3）のところの、繊維産業、製造業、中小零細企業って書いてあるんですけども。

ちょっとわかりにくいな、生産業、その他製造業でしょうかねここは区分ちょっとわかりにくいなと思いました。 

 

○南保委員長 

ありがとうございます。はい。大分時間もなくなってきました。今日はですね結構なんとなく総論的なところから入りまして、皆さんの

ご意見をお聞きしてるうちに、だんだん各論のところまで進んできたんではないかと思います。私としては、大学の授業じゃありませ

んので、やっぱりブランドは何を、どういう価値があるかということを冒頭お話しましたけれども、やっぱり一番はやっぱり品質が保証

できるものでないといけないし、それは自然とか観光とかまちなかとか、食とかいろんなものが当てはまると思いますし、しっかり押さ

えないといけないと思いますし、それぞれを押さえても、やっぱりちゃんと本当の価値あるものとして、おらが町のですね、全員商品

としてですね、識別機能というか、差別ができるような機能を備えていきたいなと思います。やっぱりある程度地域のものを情報提

供していくというか。それだけでも大事だと思いますし、その辺を整理しながら、前に進めていければと思ってます。今日は具体的

なご意見をいただきましたし、それで十分議論しながらですね、落とし込んでいければと思います。とりあえずアンケートにつきまし

ては、７月30日までにということなので、今日いただいたご意見をこの中に落とし込みながら、これはもう一度、委員の方にどうしま

す。お見せしますか。 

 

○事務局 

時間がありません。 

 

○南保委員長 

では、こちらを私の方にご一任いただいてよろしいですか。私の方で、事務局と一緒に議論していきたいと思います。長時間に渡

りありがとうございました。では、その他に進みます。それで、次回の委員会について、事務局よろしくお願いいたします。 

 

○事務局 

次回は８月下旬を予定しておりますけれども、8月25日の水曜日が27日金曜日に、どちらかと考えたいと思っておるのですが、今

の段階ご都合が悪い方いらっしゃいますか。８月下旬で考えています。７月中には決めたいと思いますので、またよろしくお願いし

ます。 



 

○南保委員長 

はい。最後に何かございましたら、よろしいでしょうか。これをもちまして、第1回の策定委員会終了させていただきたいと思います。

最後に、副委員長から閉会の挨拶をお願いします。 

 

○川嶋副委員長 

はい。皆さんどうも長時間お疲れ様でした。今日第1回目ということで参加者も多い中、テーマも幅広い中ですけれども、南保委

員長、皆さんのご意見を引き出していただいて、非常に前向きで興味深い意見がたくさん出たんじゃないかなと思っております。

ちょっと事務局の方々としましても、二つの戦略を合わせて、稼ぐ力をテーマとするというような、産業ブランド力向上計画という、

より具体的なものに落とし込もうというのは、その辺りからも、本気度を感じますし、これから非常に楽しみになってきたなと思ってお

ります。実際、大野市の方は、道の駅荒島の郷が、これもたくさんの人を集めて、北陸で道の駅荒島の郷というようなブランドが

でき上がりつつあって、そこで地元の方々がしっかり稼いでるという、まさに今目指そうとしてることが一つね、形になってきてるという

ところだと思いますので、これをいろんな分野に広げるということで考えていけたらと思います。皆さん引き続きよろしくお願いいたし

ます。今日はどうもありがとうございました。 

 


