
○事務局
本日はお忙しいなかお越しいただきましてありがとうございます。ただいまから、越前おおの産業ブランド力向上計画 第２回の策

定委員会を開催いたします。開会に当たりまして、南保委員長からご挨拶をいただきます。

○南保委員長
南保でございます。改めまして皆さんこんにちは。大変お忙しいなか、今日もご参集いただきましてありがとうございます。今日は

福井県はコロナがですね、56名感染者が出たということで、いよいよ福井も大変だなっていう感じになって参りました。その中で、
地域では、地域なりにですね、やはりきちっとした生き方をしていかなきゃいけないわけであって、その一つがですね、今回のテーマ

である、大野の産業ブランド力の向上を目指した計画づくりだと思います。今日も長時間になりますけれども、意義のある中身に

したいと思いますので、委員先生方におかれましてはですね。何とぞ、ご協力のほどよろしくお願いいたします。では、ここから、会

議次第に沿って進めて参りたいと思います。初めに、次第の3です。報告事項ということで、事務局からよろしくお願いいたします。

○事務局
本日の欠席者のご報告をさせていただきます。３名の委員が欠席でございます。また、今回初めてご参加の委員のご紹介をさせ

ていただきます。ご報告は以上でございます。

○南保委員長
ありがとうございました。早速議事に入りたいと思います。まず1点目の今後のスケジュールについてでございます。事務局のご説
明をよろしくお願いいたします。

○事務局
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。前回もスケジュール（案）についてお示ししました

が、一部変更させていただきたく、改めてご説明させていただきます。

本日、７月下旬に実施したアンケートの結果についての共有と、計画骨子（案）についてのご説明をさせていただきます。

もともとは、１０月に第３回の策定委員会を開催し、パブコメ案を提示させていただく予定でございましたが、本日の内容に対して、

９月１５日までに委員の皆様及び、各団体の構成員の事業者様からのご意見を頂戴したいこと、更に、１０月中を目途に、事

業者様の現状や、地域資源を活用し、稼ぐために必要な取組・支援などご意見を頂くためにフィールドワークを実施したいことか

ら、第３回の策定委員会を１１月下旬の開催とさせていただきます。

皆様からのご意見や調査の結果も含めて、１１月上旬には素案を提示させていただき、それに対するご意見を反映して、１１月

下旬に第３回の策定委員会、パブコメ案の提示・協議とさせていただきます。パブコメは１２月を予定しており、この期間中にシン

ポジウムの開催を予定しています。

パブコメ終了後、年明けに全体まとめということで第４回の策定委員会を開催し、内部手続きを経まして、今年度中の策定を

予定しております。スケジュール案については、以上です。

○南保委員長
はい。ありがとうございます。ではただいまのスケジュール案につきまして、何か質問等ございましたら、お願いしたいと思いますがい

かがでしょうか。では、この案については、計画どおり進めていっていただきたいと思います。では続きまして、次第の二つ目ですね。

議事２点目、アンケート結果について、事務局の説明をお願いいたします。

○事務局

資料2をご覧ください。７月２０日から３０日までに大野市公式ライン登録者及びゆいびとファンクラブの方の一部を対象にアンケ

ート調査を実施しました。

回答者は５１４名、回答者の年代は、６０代が２４．５％と一番多かったものの、割と満遍なく各年代からの回答を頂けたと捉え

ています。回答者の住所は、大野市内が８４．５％、回答者の職業は、お勤めの方が６６．７％、次いで１２．３％の事業主の

方からご回答をいただきました。設問の1つ目、「本計画の柱となるテーマの設定」についてですが、３つまで選択可能とした設問

で、本市の磨き上げていくべきイメージについて伺いました。

「豊かな自然に囲まれたまち」が５９．６％、「清らかな水に育まれたまち」が５８．６％、「空気が綺麗な星空のまち」が４３．７％

と多くの方が、水や星空を含めた本市の自然環境を、磨き上げていくイメージだと回答されました。

次からは、ひとつひとつの素材についてブランド価値を高めていくべきもの、ということで伺いました。選択はいくつでも可能としまし

た。

まず、【食・特産・名物】についてですが、里芋が６５．３％でトップ、大野在来そば、九頭竜まいたけ、菓子、とんちゃん、お米が



続いています。

自由記述で、「稼ぐ力」に繋げていくため、重要だと考えることや具体的な取組案があれば教えてくださいとしました。いくつかご紹

介させていただきます。

・山菜や鮎、里芋やそばや舞茸等を使った料理と日本酒のフルコース料理と観光をセットにした旅行を売り出す

・荒島の道の駅での試食。荒島ポークを発酵食品で調理したものなどを試食で提供する

といったように、素材を組み合わせて提供するというご意見がありました。

次に、【まちなか】における素材ですが、越前大野城が６６．１％とトップで、お清水、七間朝市と続いています。自由記述では、

・宿泊込でまちなかのみで完結するマップを作成しイチオシの行程プランを強調して発信する

・亀山貸切でグランピング 一日城主

というような、宿泊を伴うような意見がありました。

次に、【自然・アウトドア】分野では、星空が６４．２％でトップ、紅葉、荒島岳、キャンプと続きます。以前、同様のアンケート調

査では星空の認知度は比較的低かったのですが、近年の動きもあり、意識が変わってきているなというのが印象です。自由記述

では、

・星空は冬が綺麗に見えるので、こたつに入りながら星空を眺めたい。

・大野の星空は綺麗なので、キャンプを企画してもらって、最後に星空を見て終わるなどのイベントをするといい。

・バラバラに情報提供したり、勝手に自分逹で行って下さいではなく、セットにして観光客が海外旅行のオプションのように車の送

迎付きで選んで行けるようなミニコース観光があると良いと思う

というような意見がありました。

次に、【祭り・イベント】分野ですが、おおの城まつりが５４．３％でトップ、九頭竜まつり、でっちようかん祭り、新そば祭りと続いてい

ます。自由記述では、

・新そばまつりも、生産地として、おろしそばだけじゃなく、そばのガレットや刺身など、様々なそばを使ったメニューが食べられると面

白い。石臼でのそば粉づくり体験など生産地だからできる内容を期待します。

・でっちようかんは、味は美味しいので、県外の友達や親戚にも食べ比べさせてあげたい。

というような、既存のイベントを活用・発展させていくようなアイデアがありました。

最後に、【歴史・文化・産業】分野では、大野の町割りの基盤を作った金森長近公が４３％でトップ、大野屋、食文化、大野

丸というように続いています。 自由記述では、

・小コレクターで大野が芸術の小都市として、若い芸術家を志す人に廃校になった学校などを提供して賑わいを取り戻せたらい

いいと思います。あちこちに若い芸術家の作品を提示して、皆さんに買って貰って応援出来たら素晴らしい

・伝統芸能をYouTubeで生配信する。

というような意見がありました。

次に、資料には抜粋していませんが、問３．大野市が越前おおのブランドの価値の向上を図り、「稼ぐ力」に繋げていくため、あな

たが重要だと考えることや、そのための具体的な取り組みのアイデアがあれば教えてください。という問いに対しては、

・稼ぐ力＝大野市のファンの数と考えたうえで、市民が思う大野市の魅力が本当にそうなのかを見直したうえで、大きな方向性だ

け決めて、あとは民間企業や個人をバックアップしていく取り組みにしたほうが、よりイイものになるのでは？行政が企画するものは

良くも悪くも当たり障りがなく、リスク回避が前提になっているので、新しい試みは組織の仕組み・立場上難しいのでは？

・道の駅との連携。モンベルなど、ノウハウがある民間企業に知恵を借りる

・昔から嫁にもらうなら、大野の人！と言われているので、なぜそうなのか大野の女性にフォーカスをあててマッチングしたらどうか？

というような意見がございました。

最後に、「結の故郷 越前おおの」のブランドキャッチコピーの認知度は、８５％ということで、目標の９０％には届いていませんが、

昨年度７５．７％を含め過去の結果から見ても認知されてきているという結果が出ています。アンケート結果については以上で

す。

○南保委員長
はい。ありがとうございました。では、このアンケート結果についてご質問、或いはご意見等ですね。ありましたら、よろしくお願いいた

します。いかがでしょうか。大体概ね予想していたような回答だったんですけれども。星空っていうのはちょっと私も意外でして、自

然環境の磨き上げっていうのが中心にきてですね。その中で、ちょっと目線が、星空というようなところで、少し、注意して考えなき

ゃいけないのかなと思いました。それと最後の問3のところは、そのものズバリで面白いなと思うんですけどやっぱり、やっぱり自治体
の限界っていうのを、皆さんおわかりになっているのだと思います。やっぱり民間の力を中心にやる、やっていけるような体制づくりと

いいましょうか。行政が悪いんだではなくて。やっぱり今行政は行政のすることっていうか本分がありまして、やはりそのブランド力を

向上するという意味ではですね、民間の力を最大限発揮した方がいいのではないかなというふうな、そういうような意見が、私の

印象に残りました。あと面白かったのは嫁にもらうなら大野の人って私知らなかったんですが、地域特性というかそういったところが、

これ結の故郷に繋がるのかもわかりませんけれども。そうなんだということでですね、素晴らしい人たちが多いのだろうということに気



づかされましたし、そして最後の認知度の辺りはですね、徐々に高まってるということで、アピールというか、大野を知ってもらう活動

の中で高めていくことができるのかなというように感じました。私の感想ですが、どうでしょう皆さん何かご意見とか感想でも結構で

すが。今のアンケート結果の感想で結構です。或いはその感想からですね少し発展させて、計画に少しアプローチしたようなご意

見でも結構ですが、いかがでしょうか。もしありましたらよろしくお願いします。

○委員

今このアンケートにも出てました、大野城に泊まろうと。非常に面白い案だなというふうに思っております。ちょっと、以前他の会議

でも唯一もう海外なんかでは、他の国ではよくシャトーに泊まるとかいうのがございました。でぜひ大野城に泊まるというのをまずメイ

ンに持ってきて、あと連泊のうち1泊は大野市内に泊まる。夕食とかお昼、朝を大野市内で取って、またお殿様気分は、最終日
に持ってきてですねいろんな写真とか、どんどん大野にいっぱいお金を出してもらいたいというふうに思います。

○南保委員長

ありがとうございました。大野城に泊まる。大野城は登ると夜景というのはどうなんでしょう。綺麗に見えるでしょうか。夜、夜は私が

登ったことないのでよくわかんないですけど。いや、夜景なんかも見えたら今、先ほどの星空じゃないですけどね。なんか一緒に観

察できるといいなと思いました。今のお話は、計画立てる段階で何らかの形で残してアピールして、実現に結びつけられればいいと

思いますので、頑張って、計画づくりに役立てさせていただきたいと思います。

○委員
委員長がおっしゃられたみたいに、大枠では大体の、前回からのですねブランドの流れの回答だなと思っております。その中でちょ

っと唯一気になったのが、コロナ禍ということもありまして、一般の方のニーズが多分今後変わってくる。こういうふうな認識をしており

まして、その中に、やはりアウトドアと、あとキャンプとかっていうキーワードが以前よりかなり増えているような気がしました。そして、

意外と新しくモンベルというブランドが入ってきましたけど、そういったことも踏まえまして、大体そういったことのことが入ってくるのかな

と、あと星空ですとかですね、そういったものが入ってきた。そして、あと食べ物については一つ今までなかった荒島ポークであるとか

ですね、名水サーモンといったような、日本の過疎地域というかですね地域の方に行きますとどうしても農産物が主になるんですが、

動物性タンパク質の食材ですね、こういったものが出てきたというのは非常に強みが出てきたのかなと考えております。8月に福井
新聞でもありましたように九頭竜オマールですとか、非常に私も気にしておりまして。福井発信の天皇の料理番の方が、福井で

作られたのが、この九頭竜オマールというところがあると思っております。その辺をうまく結びつけますと、アウトドアとそういったところで

食の部分で引き付けると。こういった部分も、今後多分考えていく必要性があって、今までの農産物だけではなくて、その動物性

タンパク質というところがどうしても今まで弱かったので、そういった部分でお客様を引きつけるキーワードにもなってくるのかなと、いう

ふうな気がしました。以上です。

○南保委員長
そうですね。そう言いましてもアウトドアは、もうの福井県とか北陸の拠点、モンベルもあるわけなので、北陸の拠点化っていうのも

考えられるのかなと思いましたし、今言ったその動物性のそういうものですね、そういったところも、新しい視点ですね。一つだけ教え

て欲しいんですが、なぜ大野はトンちゃんなのですか。それは私よくわかんないですけど。どなたかご存知ございませんか。なぜトン

ちゃんなのかなという非常に興味がありまして。

○事務局
定かではないというのが結論ですが、昔は鉱山などいろいろな現場があって、そこでの労働者が好んで、そこから広まっていったと。

ただ、定かではございません。

○南保委員長

そうか、だから大野に、福井県的には有名な、トンちゃんのお肉を。捌いていただけると、そういうところがあるんですね。昔、働きに

こられた方達が好んで食べて、地域の食文化の一つに、なってきたという理解でよろしいんですね。

○事務局
そうですね。その現場のスコップの上で、焼いて食べたというような話もあります。

○南保委員長

それはおいしいかもしれませんね。そういうワイルドな食べ方というのは最近の方は少ないから、そういう食べ方も、大野モデルで入

れ込むと面白いかもわかんないんですね。ありがとうございます。他はどうでございますか。前川アドバイザーお願いします。



○前川アドバイザー

まずアンケートを拝見して私が初めに思ったのは、すごく有用なデータがとれたなというふうに思いました。やはり大野在住の方中

心に回答いただいているので、各素材との距離の近い、日々触れていらっしゃる方々がご自身の言葉で魅力を書いていただいて

いるので、これは使わない手はないなというふうに思いましたので、もちろんこの会議に当たって、集計の時間は当然短かったので、

今後の活用方法としてぜひ、素材ごとにですねもう少し市民の方々の回答をまとめていただいて、何が各素材、例えばさっきの

大野城であれば、こういう声がある。荒島ポークであれば、こういう声があるっていうことを素材ごとにまとめて、すぐにこれから参照

できるように、もう少し整えておくと良いかなと思ったことが一つと。あとは、このいただいたお声の中でも、すでに取り組んでいること

ないし、これから取り組もうとしていること。もしくはまだ取り組んでいないことということで、いくつか分類もできると思っていて、すでに

取り組んでいることとか、もう形にしているようなことなのであれば、それが市民の方に、まだ伝わっていないとか、認知いただいてい

ないっていうのは一つ課題になると思いますし、であればもっともっとやはり情報を届ける必要がある。市民の方が知らないっていう

ことは当然、域外の方々はもっと知らないということになると思うのでそこはしっかり情報を発信していきましょうということでしょうし。

1回取り組んでいる、これから取り組もうとしていることであったり、もしくはもう全然これまで、検討もしなかった新しいことということで、
これからそれを取り組めるかどうかってことを検討する、さっきの大野城に泊まるといったこともそうだと思います。なので、いただいた

意見の中でも、そういったグラデーションがあると思いますので、そこ、すぐに誰が見ても状況がわかるように、情報をうまくまとめてお

くというのは、これからの取り組みに向けて大事かなと思いました。

○南保委員長

ありがとうございます。貴重なご意見です。少しもうちょっとそのアンケートの方も整理して、そして今ｉｎｇかそれ以外か否か、これか

ら未来戦略を描けるのならですね。そこら辺の分類も、科学的に分析してやっていけるといいなっていうことも、改めてですねわかり

ました。前川アドバイザーありがとうございます。ほか、どうですか。

○委員
先ほどの委員からの感想はすごくこれからに繋がるなと思いまして、荒島ポークとか福井サーモンとかいうのが出てきたことがすごく

いいよっていう話でしたけども。これちょっと古い、ちょっと前のデータになるんですけども高山の、日帰り観光客が1日に使うお金と
いうのが９千何百円という数字があって、それに対して同じ日帰り観光客で大野の場合は３千何百円っていう、数字があって、３

倍以上の違いがあるというのは出てるんですけども、これなんで違うのかっていうところを見ると、多分今高山の町を歩くと、すごく

目立つと思うんですけど、飛騨牛の存在です。これがすごく多くてそしてあの店入るとびっくりすると思うんですね。結構なお値段を

払わないと食べられない。この辺が日帰り客でもそれだけの単価を稼いでるっていうようなところになると思うんですが。ブランドを作

っていくっていうところを考えると、やっぱりメインになる素材、夕食のメインになる素材ですね。ここでのブランドができてるっていうこと

が、そこにやっぱ引き寄せるだとか、どれだけお金を払ってもらえるかっていうところに、やっぱり大きく影響していると。そういう意味で

はこれらの素材、肉や魚というスーパーでも店の一番奥にある、お客さん一番奥まで引っ張っていこうというために一番奥に置か

れてますけど、そういうような素材でネタが出てきたっていうことはすごくチャンスだなということで、それを伸ばしていくことでその他の農

産物なんかも一緒に引っ張ってもらうという、そんなことも考えていけるのかなということを思いました。

○南保委員長

ご意見ありがとうございます。そうですね。高山って市民の方も、商売人の方が多くて、観光を考える人が多いと言いましょうか。そ

んなことでだろうと思いますけど確かにメインというものを作るのは大事だと思いますので、委員のお話も聞いて、まずは大事な視

点だなと思いますので、ぜひ、計画づくりには、今のお話を精査していきたいと思います。ありがとうございました。続いてですね、議

事の(３)の骨子案についてですね、事務局から説明を伺いたいと思います。ただ、ここはですね、ちょっとボリュームが多いので、質

問については最後に、項目ごとに仕切って、お伺いしようと思いますので、よろしくお願いいたしますが、早速、計画の骨子案です

ね、事務局からしくお願いいたします。

○事務局
それでは議事の3点目、計画の骨子案についてご説明させていただきます。資料３－１をご覧ください。前回ご説明差し上げた
骨子（案）と一部変更しておりますので、改めてご説明させていただきます。

本計画の概要ですが、ブランドと観光の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

となっております。

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、市民の合意形成を図るということと、フレキシビリティということで、柔軟に

変更していけるような計画にしていきたいと考えています。



また、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にしていきます。

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、２つの計画の振返りをまとめ、計画策定の目的や目標などを明確にし、「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、ブランドコンセプトや、計画の柱となるテーマを設定します。アンケートの結果からも、自然環境や、環境共生、という

現在の大野市のイメージを柱としていきたいと考えています。また、前回、素材別戦略シートを作成するという風にご説明してお

りましたが、第２章のなかで素材を整理し、最後、後ほど詳しくご説明させていただきます「実践シート」のなかで地域資源・素材

を生かした個別の取組について明記していきたいと考えています。

第３章では、産業別戦略シートを作成します。産業別に、大野市のブランドイメージや地域資源を生かして稼ぐ力に繋げていく

ための方向性を示す、としています。

資料３－２をご覧ください。

産業カテゴリー、現時点では、製造、建設、小売、サービス、農林水産業の５分野に分類します。そして、計画策定期間５年

間の外部環境の変化など、を明記し、それぞれの産業でどのような取組が可能か、検討していけるのかを示していきます。ここで

は、資料にあるように、例えば、製造業では、ゼロカーボン、生産性向上、サプライチェーン、ニューノーマル、ＤＸなど、一般化して、

どのような取組があるのかを整理します。また、各支援機関の支援についても、整理できればと考えています。

委員の皆様へのお願いとして、四角で囲んである部分、稼ぐために必要なこととして、何ができるのか、何をしていかなければなら

ないのか、またそのハードルなどについてなど、ご意見を頂ければと考えています。９月１５日までに、回答様式は具体例を含めま

して、今月中めどにお送りさせていただきますので、よろしくお願いいたします。資料３－１へお戻りください。

第４章では、ＰＲ戦略及び観光の取組について記載します。ＰＲ戦略につきましては、これまでのブランド戦略のものを基本的に

踏襲しつつ、ＳＮＳによる発信についてボリュームアップしていくような形で考えています。

観光の取組については、資料３－３をご覧ください。観光交流課から説明させていただきます。

それでは第4章の部分の取り組みについて、私観光交流課の大久保の方からご説明させていただきます。本計画では常に稼ぐ
ということを念頭に上げた検討が進められています。観光にとりましても、稼ぐことで観光をさらに推進できるため大切なことだと考

えておりますが、観光交流課としては、やはりその稼ぐ前にお金を落としていただく観光客が大野市に来ていただくことが非常に重

要だと考えております。これは観光の目指す姿として書かれていますが、県内外から多くの観光客が訪れ、にぎわい経済活力に

溢れるまち、ということで、第6次の総合計画で示しているところです。資料の中央に、観光入込客数の推移を過去10年分掲
載しています。黄色い棒グラフが入込客数でして、平成26年からは、上がっていたと思いますけど、これは天空の城ブームで、26
年から、約200万人の推移で、入込みが増えている状況です。これは令和元年まで連続で続いておりますけど、昨年、やはりコ
ロナの影響で入込みは減少しています。またこの推移の中に、宿泊者数ということで、青い棒グラフに示してありますけれど、入込

客数とはうって変わって非常に少なく大野の観光の弱点が、如実にわかるのではないかと思います。川嶋委員からもご指摘あり

ました通り、赤い折れ線グラフで観光消費額を、平成28年度から示していますけど、一人当たり３千円という日帰り客の、消費
という形で、低くなっています。それをどう上げていくかというのがこの計画の命題になってきます。観光としては、これまでも取り込ん

できました観光客を、呼び込む数多くの観光地の中から、認知してもらい、来たいと思ってもらう大野になっていただくように、これ

からの取り組みをしていくというのが前提になります。それがこの下にある三つ、総合計画のねらいにも書いてありますけど、魅力あ

る地域資源を磨き上げること、また、観光客の満足度を高める取り組みを推進すること、観光営業活動の強化と情報発信を

充実するということが、まず前提で取り組むこととしております。そこで、観光で稼ぐにはどうするかということで、進めてきています。

現在の取組につきましては、第1回の委員会の方でもご説明しましたとおり、四つのエリア、まちなか、和泉、六呂師、郊外の各
エリアにおいて、現在素材の磨き上げやターゲットを定めた誘客を展開しております。のちほど、別紙で、そういった素材について

簡単にご説明をさせていただきます。その取り組みを基に今後どうしていくかっていうことが書いてあるんですけど、方向性としまし

ては、三つ。そのそれぞれの四つのエリアの中、または外におきまして、観光業に取り組む事業者同士が面で繋がる仕組みづくり

を目指していきたい。例えば、回遊性の商品の造成が必要。また、キーマンということで、大野の観光を強力に引っ張っていただく

キーマンがいない。そのキーマンが、面で誘客をしていくということを行っていただければ、そこに書いてあるとおり、観光協会を第一

のキーマンの候補と想定していますが、今後十分な検討をしながら、キーマンを誰が担っていくがが重要になってくる。そのキーマン

による面での誘導による、宿泊ツアーや日帰りツアーの造成を検討していければと考えています。三つ目に、本来観光業ではな

い業種が観光業への参画ということも目指しながらですね、様々な角度で誘客を可能としていきたい。今はお土産屋さんとか飲

食店、宿泊事業者、いろんなアウトドア関係の事業者の方が受け入れ先となって観光を推進しておりますが、やはり全体で、例

えば美容業、理容業、接骨院、マッサージ業とか写真業、違った業種が、関連し合いながら、大野全体で受け入れができると

いう機能があると、また、他の地域とは差別化が図れて、メニューとかが出来上がっていくのいではないか。例えばですね、癒すと

か綺麗をテーマに、５～６年前に、まちづくり会社の方で実施をしてまして、そこには様々な業種の方が関わって観光客の受入れ

をした。そういったものも含めて、今後、検討していきたい。続いて、観光コンテンツを各エリアごとにまとめております。まちなかにつ

きましては、ターゲットは市民・女性・若者という形で、特に女性を対象に、まちなかのいろんな観光素材やメニューを作っておりま



して、観光素材につきましては、内山家の夏障子や田村家の風車については今年2,000個に増やした。あと、今現在やってます
お清水の提灯ライトアップも昨年から始めておりますし、アニメ2.43っていうのも、今現在タイアップしています。2.43については、等
身大パネルなどを、各観光施設の方に展示して、周遊に繋げている。誘客メニューは最近いろんなメニューができています。観光

協会でいろんな形でやってますけど、カラフルなレンタルパラソルを貸し出したり、大野勝山永平寺の２市１町のどこでも乗り捨て

られるレンタサイクル、さらに大野城の御城印や７月から越美北線の御乗印も展開していて、大野駅で降りると、お城や九頭竜

湖に関連した御乗印を販売している。こういった手ぬぐいのスタンプラリーとか、結楽座の手ぬぐい回廊、これも今年から始めてい

ます。このようにまちなかでは、いろんなものを作って、周遊を推進してる。次の和泉につきましては、ターゲットはファミリー層ってい

うことで、観光素材については、今年取り組んでいるのが、このロゲットカードっていうダムカードみたいなものですけど、ホロッサの方

で秋に設置します。また、恐竜モニュメント。恐竜トリックアートにつきましても、ホロッサの方で現在取り組んでまして、おそらくトリッ

クアートにつきましては、秋頃に見ることができます。モニュメントにつきましては２体来年の春の見込みです。あと、先ほど説明しま

した、越美北線の御乗印が観光誘客メニューとして実施しているという状況です。このように和泉の方では、やはり自然や化石、

そういったものを中心にアウトドアも展開しながら誘客を進めています。六呂師は今年の3月で、スキーパークが休止となってしまっ
たんですけど、やはりファミリー若者をターゲットに、アンケートにも出てましたが、星を今、メインとして進めています。イベントでよくご

存知の星空ハンモックや、コロナでなかなか展開できていません星降るランタンナイトなどは、六呂師の、走りのイベントになってい

ると考えています。観光素材につきましても、やはりその自然環境ということで星空や高原、あと食を、観光コンテンツとして進めて

いるところです。六呂師が今、令和5年度に、星空の世界遺産とも言われる星空保護区の認定に向けて取り組んでいるところで、
環境と一緒に共生しながら、六呂師の方は進めているところです。ここに来て、本当に綺麗な環境を、大野らしい素晴らしい環

境を見せていけるような形で、今現在検討しながら、進めています。また郊外につきましては、これも同じようにシニア層、登山も

ありますので、上丁のホタル鑑賞会や乾側地区にシバザクラまつりもあります。こういったものも含めまして、刈込池の紅葉、百名

山の荒島岳も含めまして、素材としながら、郊外への観光誘客につなげていきます。こういった四つのエリアの観光コンテンツと、

大野市の地域資源である素材、これを組み合わせながら、観光誘客施策で、観光客にお金を使っていただくというような計画に

できればと思っておりますのでいろんなご意見を頂ければと考えております。観光交流課からは以上です。

最後に、実践シートについてご説明します。第２章で整理した、ブランドイメージや地域資源をどのように稼ぐ力に繋げていくのか

をこのシートで整理します。実践シートは、１年に１度改正していくようなイメージで、事業者さんや支援機関が何を実践していく

のかというのをここに示していきます。

地域資源の活用には、様々なパターンがあると考えており、例えば、①地域資源をそのまま売ることで稼ぐパターン、中段に、実

践シート（事業者の取組がメイン！）と書いてございますが、①飲食業の方が荒島ポークを使った商品を販売する。こういうパター

ンもあれば、地域資源を活用し、観光のスパイスをかけて稼ぐに繋げていくのが②のパターンになります。第３章で整理した、産業

別の取組に地域資源を掛け合わせたパターンが③になり、③に観光のスパイスを掛け合わせると④になるというような整理をして

います。

例えば、飲食店が、荒島ポークを使って豚の生姜焼き定食を提供する。これは①になり、荒島ポークを使った醤油カツ丼を麺類

組合さんで商品開発して、というのは③になるイメージです。これをキャンペーンにすると④になります。

ポイントは、大野らしさ、実践してみようと思えるような内容、ということで、第３章 産業別戦略シートは、全国どこでもいえるよう

なこれからの時代の一般的な方向性の整理になります。それを大野の地域資源に掛け合わせて大野らしさを出していくこと、ま

た、事業者さんが、よし、これならやってみるか、と思えるような内容にしていけたらと考えています。

この実践シートにつきましても、皆様からのご意見を頂きたくお願いさせていただきます。この資料の①～④に当てはめて、何が出

来るか、どんなことが考えられるかという視点でも考えていただけると有難いです。以上です。

○南保委員長
ありがとうございます。3点目計画の骨子案についてですね。実践シートのところでいろんな新商品開発まで行くには限られた人
間だけでは、広がりがないように思う。例えば、ここのところはコンペか何かやって、地域の方から意見をいただくことも、企画に織り

込んで、いいアイディアをいただいて、一次産業を、二次三次産業に変えていくみたいなことを、考えていってもいい。観光のことが

非常に多いんですけれども、今、非常にコロナ禍で混沌としてますので、観光メインだけでもなかなか時間がかかるような気がいた

しますので、観光のとらえ方を根本的に変えなきゃいけないんだろうと思ってます。例えば、一般によく言われるその産業観光って

いうようなことがありますけれども、大野でも立派な企業がありますし、そこら辺とですね観光、クロスさせながらタイアップさせながら

ですね、少し、需要を掘り起こすみたいなことも考えられたらどうかなっていうことを思いました。今ちょっと思いついたことだけお話し

ましたけれども。まず計画の骨子について、まず最初にお話がありました3－1の構成についてですね、ここで委員から何かですね、
ご意見、或いはご質問或いは感想でも結構ですがありましたらお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。

○委員

今の骨子の方をご説明いただきまして、少しどうしても観光の方に注力した形のご説明があったと思います。少しですね、私の方



で今の現状について、ちょっと不安視している部分等、その骨子の中に盛り込めるかどうかもご検討いただきたいなと思います。観

光の方でご説明がありました観光で稼ぐというページ。今後の方向性で、事業者同士が面で繋がるという言葉があったと思いま

す。これが実は私ずっと昔滋賀県とかですね京都の方で営業をしてた関係もありまして、いろんな地域を見てきてる中ではですね、

大野っていうのはこれが非常に難しい。そのエリアのエリア内エリア外で観光業に取り組む事業者同士が面で繋がる、これが非常

に難しい。というのが地域性とかもあるんだろうと思いますがその辺がちょっと非常に難しいなとは思っております。どなたかがある程

度マネジメントをしないと、いろんな商品ができていかないというのが現状の大野であるような気がいたします。これを大野市民の

奥ゆかしさというか、ガシガシと稼ぐことが恥ずかしいというか。はい。そういった市民性がちょっと悪い部分に出てるんではないかなと。

いうふうな気がしております。それとあともう一つキーマンというその下の部分ですね。観光協会という部分もあったんですが。多分コ

ロナのアフターコロナの関係で、バスツアーとかですねそういう団体旅行関係が多分非常に今後低調になるだろうという予想をして

おりますが、それを一般に受けていこうと思ったときに果たしてその、今までと同じような営業の形態でいいのかどうか。そういった部

分もちょっと骨子の中に入れていかないといけないのかなと。思っております。それともう一つこれちょっと全然話が違うんですが。大

野市の方にも聞きたいんですが今荒島ポークはですね、皆さんの中でいろいろ出てるんですが、極端な話、荒島ポークのですね、

生姜焼き定食は1000円で食べられちゃいけないんですね。と思ってるんです。今の生産者は今1人しかいないわけですよね。大
野市の、畜産としての産業としての展開をどのようにとらえてらっしゃるのか。荒島ポークというものの定義をどうとらえるのか。ていう

ところは多分行政サイドのお話かなと思っております。で、今生産者が1人なのであれば、生姜焼き定食が、それが非常に美味し
くて、通常1000円のところが多分荒島ポークの生姜焼きはやっぱり2000円で売らないと駄目なんですね。飛騨牛のステーキはや
っぱり1000円では食べれませんので。そういうことはやはり、少し頭の中に置きながら、値段設定も含めてやっぱり考えていくべきか
なと考えております。

○南保委員長
大野だけじゃなく福井全体がビジネスに対して後ろ向きなんですね。先ほどお話あった高山に親戚があるんですけどもそこら辺の

方とお話してもすごく一般の方でもアグレッシブにビジネス展開を考えておられるんですが、大野だけじゃないですけど福井全体で

すよね。福井にとってはマイナスですね。何かそれを、言わなきゃいけないと思います。荒島ポークについて、事業者については増

やしていくとかいうお考えは。荒島ポークの位置付けそこら辺をどう考えているか事務局からお話いただきたいと思いますが、いかが

でしょうか。1000円じゃもうもったいないですね、訴えないと。1人の方が一生懸命やっておられてる人はもう先ほどの、川嶋先生
の話じゃないけど、もっと飛騨牛みたいに価値上げていかなきゃっていうことだと思いますので、そういうふうな戦略も非常に大事だ

なと思ったんですが。行政サイドではどのようにお考えになっていらっしゃいますか。

○事務局
大野市は、畜産農家さん、生産者の方が、さっき委員がおっしゃったように、1人しかいません。生産者さん、荒島ポークという名
前の商標も、一生産者の方が登録してる。今、生産してる方が個人で商標登録をしてる。荒島ポークという名前を、今後広め

ていこうとしても、現生産者さんの同意を得てやっていかなければならないという現状です。また、新たに畜産豚の方をやっていくと

いう方は現れていませんので生産を拡大していくのはかなり難しいと。

○南保委員長
荒島ポークの今の生産者の方って、今いろいろ新聞紙も取り上げている事業承継ですよね。そんなことはお考えにならないです

かね。

○事務局
とても協力的な方で、大野のPRのために荒島ポークを使ってくれということはよく言ってこられている協力的な方です。ご協力はし
ていただけると思うんですが。畜産農家であって、食の製造の方で免許を持ってるわけではない。他の業者とタイアップしてやって

いくとかしないと拡大していくのは難しいかなと思う。

○南保委員長
考えたいですね。難しくても、宝かもわかんないですよ、大野にとっては。もう駄目だからと諦めちゃ駄目じゃないですかね。と思いま

すね。ここで結論は出せないですけれども。そうですか。私は知らなかったですね。大変面白い話でした。あと二つの話いただきま

したよね。市民の特性とか、あと、観光事業が中心だけれどもそこの考え方とかその辺で何か、事務局からコメントありましたらお

願いしたいんですが、よろしいですか。

○事務局
２点ありましたが事業者同士が面で繋がることが難しいという話で、委員のおっしゃる通りかなと思ってますけど、麺類組合と菓子

組合が蕎麦とでっち羊かんでコラボしたりとかそういう動きもあるので、連携などは出来なくはないと考えています。だから委員がお



っしゃる通り、それを引っ張る、コーディネートするというか、全体を引っ張る人がやはりないと組んでやっていくのも難しいのかなと考

えています。今観光は誰が引っ張ってるのかっていうと、行政が引っ張ってるんじゃないかなっていうのが、正直なところです。

○南保委員長
でも観光協会さんとかあるじゃないですか。先ほど副会長さんお話いただきましたけれども、そこら辺はどうなんですかね。協会さん

が少しお力を入れていただくとか、そんなことって、或いはその青年会議所でもいいと思いましたし、いろんな業界団体が、大野市

にあって、観光連盟さんも福井にあって、なんか大野市が丸かぶりしてしまうのも大変でしょうから、それぞれがそれぞれのポジショ

ンで、進行してくということができそうな感じがするんですが、いかがでしょうか。

○委員
先ほど委員おっしゃっていただいた団体旅行がだんだん少なくなっている。まさしくこれからの時代バスでたくさんの人を乗せて移動

するという時代から離れていくんだろうなというのは、だんだん思っているところです。また市内に来られるお客様を見てますと、やは

りマイカーの方、結構多いですね。そしてちょっとご年齢は高いんですが、山に登られたり、どうもアウトドア関連の方に、皆さん思

いがいってるっていうな気もいたします。これからですね、宿泊ツアー、日帰りツアーというのは、名前はございますが、日帰りマイカ

ーツアー、マイカープランというな形でここ２、３年、もう少しでしょうかね、進んでいくような気がいたします。まさしく今大野には、そん

なにたくさんの方が食べる食事場所、入場できる場所等は非常に少ないです。ですのでそういうマイカープランをご利用していただ

いて、我々観光協会の方で、動線を引く。体験、お昼食。また入場ですね。そういうところを結びつけて、何とか誘客に結びつけ

たいなと。確かに観光交流課さんの方が本当に主体になっていろいろと、製作していただいて。素晴らしいんですが、それに乗っか

ってるだけではいけないなということを、ここ最近思っているところです。ですので幾らか考えて今後、皆さんを巻き込んで、大野市

を盛り上げていきたいなというふうに思っております。

○南保委員長
二つ目のですね、産業別戦略シート。ここについてのご意見とかご質問ありましたらお願いしたいと思いますがいかがでしょうか。

○委員

最初のアンケートの結果でも星空っていうのがあったりとか、今既存のもので、大野の人は食べる場所もないと必ずおっしゃるんで

すけども、我々外から見てる人からすると結構あるなと思うんですね。そういう意味でいろんなコロナで、経営資源も限られてきた

り、行政的な予算財源も限られてる中で、この戦略シートの中では、今新しいものを生み出そうという方向にちょっと向いてる気

がするんですが、今既存の資源でリブランディングしたりかけ合わせたり見直すっていうことの、素材が大野の中にいっぱいあるなと

思うんですね。そういう視点でちょっと見直してみる。その中で先ほどの荒島ポークにも関係するんですが安売りし過ぎてないか、リ

ブランディングすることによってもっと倍の価値になるんじゃないかとか、そういう視点でちょっと一遍整理をしてみる必要があるかなと。

いうのが1点です。それから、私も今県と福井の食材とか、伝承料理を使ったブランディングをどうしていこうという取り組み、まさに
10月から始めるんですけども。その中で議論になってるのがそういう付加価値のある食材・食文化を目指して大野に来てくれる人
って一体どういう人達なんだろうと。ということを整理する必要があると思うんですね。単にシニア層だとか、都会のお金を持ってる

人っていうことだけではなくて、今ＳＤＧｓがものすごく価値を帯びてきたりとか、そういう自然環境とか、自然の食材とか、作り手の

思いとか、そういうものに価値を求める方も、たくさん来られているようになってますので、そういう視点で、大野の食材食資源をどう

やって生かしていくのか。荒島ポークみたいに今生産者がお1人というところについても、事業承継にしても普通の会社と違って、
子豚から育てていかないといけないですしその子豚の繁殖農家さんも今県内全体少ないと聞いてますので、そういう生産をどうや

ってここを維持していくのかっていうその採算ベースも含めて、畜産というのは深くちょっと考えていかないといけない業種なので、大

野市だけでも難しいかもしれませんが、いろんな機能をちょっとどういう支援ができるかも含めて戦略的に考えていく必要があるん

じゃないかなと。思います。私からは以上です。

○南保委員長
これも大事なご意見で、別に新しいものだけ見つけるだけでもないでしょうということで既存の物で良いものあるでしょうということで

すよね。それをもっと磨いた方が良いということと、それがもうちょっと来てくれる人、細かい分析もやってかなきゃわかんないよねって

いうターゲットの絞り込みですね、そういったこともやるべきだという話ですが、事務局何かコメントありましたらお願いしたいですがど

うでしょう。

○事務局
検討していきます。

○南保委員長



これは生かせるとこ生かしていきたいと思います。また、しばらくお時間いただいて考えるということで、ありがとうございます。

○委員
産業別の戦略シートを、5年間の見通し、どうなるんだろうということも整理をして、実際にその稼ぐために必要なことを、を具体化
していくと。それの支援策なんかも考えていくっていうのがこのシートですけども、これを作って最後３－４のようにある実践シートに

よって、事業者さんが何をやっていったらいいかっていうのを具体化していく、そういう目的でこれまとめようとされてるという理解をし

てるんですけども、せっかくこういうまとめ方をするので、本当に、こうすればいいのかなと。例えばこれ今挙げているＤＸ、デジタルト

ランスフォーメーションというふうな、ＩＴ活用で、良くしていこうというふうなことについて、具体的にどうすればいいんだろうというなこと

を、わかりやすく、整理していくようなことができたらいいなってちょっと思っております。それで一つ、この3－2の戦略別シートのまとめ
方というかここから、3－4に落としていくような流れの中で、こういうふうにしてちょっと検討していったらいいんじゃないかなというのを、
非常に簡単にですけど、少し様式、マトリクスで作ってみたのでちょっと見ていただこうかなと思うんですがよろしいでしょうか。はい。

お願いいたします。画面共有いします。簡単なたたきだけなので申し訳ないんですけども、今産業別戦略シートにあるような製造

業建設業小売業ってこの業種別の縦軸と今横軸ではですね儲けていくために必要な過程というのをちょっと分けて書いてますけ

ど、商品開発。或いは販路開拓とか販売促進という、そういう括りと、それから生産性向上というふうなものを、横軸にとっていま

す。製造業で、商品開発をするというときに、どういうふうに稼ぐってことを考えていったらいいのかなというのをここに、横軸の2番目
に書いてあるような、ＳＤＧｓ最近すごく、認知度が高まってますけども持続可能な世の中を目指そうというこの世の中の動き、こ

の中の一つとしてゼロカーボンというこの今3－2の資料の中に書かれてるような、キーワードも含まれていますが、そういう視点でも
って製造業が商品化していくとしたら、具体的にどんなことが考えられるんだろうか。デジタルトランスフォーメーションということで考

えていくとどんなことが考えられるんだろうか。或いはこのこのコロナ禍を受けてのニューノーマルっていうことを考える上で、製造業が

やっていくことをイメージするとどうなるだろうかというふうなことを、このようなちょっとね、マトリクスで整理しながら考えていくと。いうふ

うなことにすると出て来やすいのかなと、或いは最後まとめる時にまとめやすいのかなということで、提案ということで出させていただき

ました。

○南保委員長
ありがとうございます。全部画面そのままにしておいていただいてよろしいですか。すいません。事務局、何か、コメントありましたらお

願いしたいと思いますがどうでしょう。

○事務局

パッと見た感じでは、難しいなっていうのが第一印象なんですけど。委員おっしゃるように、確かにこれを整理していくとまとめやすい

印象もありますので、また先生にご相談させていただきながら、やりたいなって考えてます。

○南保委員長
計画、横にずれちゃうんですけど、向上計画、計画書を作るのが目的じゃないんですよね。要するにこれをベースにして大野がア

クションしていく変わっていくっていう、産業面で経済性を高めていくっていうところがポイントなので、これを作って、満足じゃなく、そ

ういう意味で、今委員が作られたベースで。これからいろんな情報は計画のフィードバックとかやってく上で、どんどんといろんな情

報が入っていくので、その中で、この中に当てはまるものをここへ落とし込んでいくということもやっていけば先に繋がるのかな。少し、

実際にアクションを起こす上で、何かヒントも中からやられていくのかなってことは、思いました。最終到達点は経済性が5年後とか
にですねぐっと上がってるっていうのが最後到達点だと思うんですが、とりあえずそこに近づくための、今過程でね、こういうツールを

使いながら、少し整理しながら、同時進行形でｉｎｇで進んでくということは大変いいことかなというふうに私は思ったんですが、パー

フェクトにする必要はないと思うんですよ。おそらくできないですね、パーフェクトなんか。だから、わかるとこで得られた情報を落とし

込んでいくという作業だけでも、できたらやりたいなっていうことも思いました。委員ありがとうございます。大変貴重な資料だと思い

ますので、それに事務局サイドも少し柔軟にお考えになられてはどうでしょうか。あんまり肩に力入れずに、良い意見は良い意見

で取り入れられるものは取り入れていきましょう。というようなことでいいと思います。三つ目のですね、観光の取り組みついてです

ねここのところで、ご意見等があれば、受けたいと思いますが、この前ちょっと外国人観光客の数を見ていたのですが2019年が
3000数百万人いて、去年400万にしかないね。すごいなっていう、コロナでここまで落ちるのかという、一晩にして消えちゃうような
観光ってそういう産業なんだなという。何か身にしみたっていいましょうか。そこら辺は観光の副業化というか、ちゃんとした次の一手

を打ちながら観光産業を推進していくという、観光のあるべき姿も変わって先ほど団体客から個人客へっていうなお話もありました

けど、いろんな形が変わってくるので、かなりそこら辺は、5年の中でいろいろ、少しずつ変わってくると思いますので、そこら辺もフレ
キシブルに対応できるような、そういった骨子にしておく必要があるのかなというような気はいたしました。固定化はしないというね。

○委員
こちら考える時にということで、今先ほど南保委員長おっしゃってたようにこの影響を受けて観光のあり方というのが大きく変わって



いかなきゃいけないというところで、何をどう考えていったらいいのかってすごく難しいところにあると思うんですが、一つ整理の仕方と

して、ターゲットを選んで、やってますよというふうなことが今書かれていますけども、ここのターゲットのとらえ方というときに、シニア層

だとか女性とか、若者とかっていうような、そういう切り口これもちろん大事なんですけども、それだけではなくて、例えば日帰り客が

中心になるということであれば、日帰り客ということになるので、そうなると、日帰りで来れる範囲の地域の方々っていうふうなことに

なりますし、そこの方々がどんなものを求めてるのかっていうそういう意味でのターゲット設定ですね。そういったのが必要になるかな。

そういう切り口なんかも、考えていけるといいかなというふうに思って。それが一つと。あと、その視点でいけば、どこからお客さんを呼

んでくるかっていう時に、現実問題として日本全国か大野というところを目的としてきてもらうっていうことを考えた場合に、そのモチ

ベーションを持った方の割合というのは、それを増やしていこうというのはすごく大変な話になると思うんですね。そうなると現実的な

選択肢というのは、近くまで行こうと思ってる方々を、引っ張ってくるという考え方もすごく、現実的に大事なんじゃないかなと思いま

す。だから例えば今、中部縦貫で繋がると、非常に短時間に移動できる高山、ここにはすごくお客さんが来ているということなので、

高山に来たお客さんが寄ってくれる先というふうな見方で、高山と大野をセットで楽しんでもらうという、郡上八幡じゃなくて大野に

よってもらおうとね、そういうふうな考え方で、具体的なターゲット設定をして、お客さんを集めていくっていうふうなことをやっていった

らいいんじゃないかなというふうには思っているところです。実際この考え方は、金沢がやっていたと言われてます。金沢という観光

地でさえ、全国から集めるっていうよりは、簡単に伸ばすにはやっぱり高山のお客さん引っ張って、石川県で泊まらせようっていうよ

うな、そういうことを、行政の方とか観光協会とかいろんなところが共通意思なのか、漠然としたのかわからないですが、やっていたと

言われてたりもしますので、大野とすると本当にそれを現実的にねらっていくっていうのは、一つ手なのかなと思っています。そういっ

たような話を、平成31年3月に、我々中小企業診断士協会の方から、大野市さん、市長さんの方に、観光活性化への提案、
観光の産業化に向けてっていうようなものを作って報告書を作ってですね、出させていただきました。この時にそういった流れのこと

が書かせていただいたりもしてますので、そんなのまた、ご参照いただけたらなと思っております。

○南保委員長
平成31年ですか。拝読したいと思います。

○委員
ポイントを言いますとそうやって高山からのお客さんを呼び込んでいきましょうって話と、あとは大野で稼ぐっていうことなので、やらな

きゃいけないことっていうのは、売るものとか素材とか店、これをどんどん増やしていきましょうっていう話と、今回はまちなか中心の

提案にしてましたので、まちなかで滞留していただくということでいけば、ここをこう回ってくださいというルートからですね。これをもうは

っきりしてしまおうというようなことなんかをちょっと盛り込んだ内容になっております。

○南保委員長

とにかく具体的にやっていかないと、駄目ですよね。絵にかいた餅になっちゃ駄目なので、見える化できるような話として考えていか

なきゃいけないと思いますので。

○アドバイザー
先ほど委員からターゲットのお話が出たので、ちょっと私の方からも補足といいますか、考え方をお伝えできればなと思いました。資

料3－4の実践シートにも繋がる部分なんですけど。ターゲットを、より具体化するのが重要かなと思っていて、もう少しちょっとペル
ソナというレベルまで落とし込めば一番良いかなと思っています。単純にシニアとか女性若者ではなくて、例えば女性2人旅であっ
たり、それが女性例えば20代の2人旅で、例えばインスタ映えを気にする方々ですとか、シニア50・60代の女性旅でそういった
方々はどちらかというとマイカーではなくて公共交通機関でこられる方が多いんじゃないかですとか、ファミリーであれば、中学生の

お子さんなのか小学生のお子さんなのか幼児なのかで、それぞれ訴求するものって変わってくると思いますし、それぐらい具体化し

てターゲットを想定しておきながら、実践シートの方でこういうものを提供してはどうかと。かつ、それをどのタイミングで、接点を持っ

て体験してもらうのかということも非常に大事で、それが物理的に、現実的な予定に組み込まれていないと、体験してもらえない。

例えば、荒島ポークを使って販売するのであれば、それはいつ売るのか、大野に入ってきてもらったときに売るのか出ていってもらう

時に売るのか。その販路っていうのは、道の駅にちゃんとあるのかとか、どこどこで買えるのかですとか、よりそういった具体的に今後、

形にしていくにはそういったことを想定しながら実践シートを起こしていけるのが一番よくて、全部が全部そこまで具体化できるわけ

ではないと思うんですけれども、ターゲット、より詳しいターゲット、もっと言うとペルソナですとか、販路、接点そういったところまで、

実践シートで起こせればいいかなと思いました。例えばこの星空ツーリズムなどを体験いただくのであれば、宿泊してもらわないとい

けないので、宿泊をしていただけるターゲットに対して売るっていうことをしないといけないと思いますし、街歩きなどであればそれっ

て、1時間で済むものなのか、大野城に登って2時間3時間かかるものなのかとか、そういった時間の制約ですとか、ターゲットに合
わせていろいろ変わってくると思いますんで、そこまで、実践シートにそういったターゲットだとか、実際、売り方だとか、来店していた

だく時間だとかまで、ちょっと整理できるのかどうかっていうのは難易度は高いかもしれないですけど。そういった出口もちゃんと考え

ながら、この実践シートでは何を求めて、情報集めるのか整理するのかっていうことを考えたほうがいいかなと思いました。



○南保委員長

ちょっと高度な一般の企業でこの製品を売るための販売するためのマニュアル化といいましょうか、販売手法といいましょうかね、そ

こら辺まできちっと整備することが大事なのだろうなと改めて確認いたしました。今もうすでに実践シートの内容に入ってしまってる

んですが、ここも含めて、他にまたいろいろご意見あればいただきたいと思いますがいかがでしょうか。

○委員
難しいですね私自身がもうずっと大野にいるので、大野っていうのはもう、委員が言ってましたけど、もう外に出る力が弱いので、

難しいですね。

○南保委員長
福井県全体がそうですけどアグレッシブではないので、そこがまた福井県、あと大野のいいところでもあるのでしょうすけども。厳しい

世の中になる中で、それだけではなかなか生きていけないというとこがありまして、それをやっぱりぶち破っていく、この計画もその一

つだと思ってますので、またご意見あれば。

○委員
いろいろな意見聞かせていただいてありがとうございます。私は商店街の代表でして、資料3にあるように、観光客が激減している。
コロナ禍で、商店街のイベントも軒並み中止になっている。この秋にやる、三大朝市物産祭りもちょっと中心が決まりました。しか

し、このコロナ禍で今何ができるか。１０月に２本くらいイベントを企画している。コロナ禍でもできるようなイベントをしつつ、観光客

をなんとしても稼ぐ力として取り入れていかなくちゃいけないなと今思ってるところです。

○南保委員長
福井市の中心市街地なんかでもかなり商店街の売上げが落ちてますよね。見る限り、福井県の中でも、大野とか勝山もかなり

厳しいんだろうな気がしますけど。今こういう時代ですけども、何かしら、ここを乗り切っていただきたいなと、私たちは思っています。

ただ、何も力になれないっていう、協力も何もできる力がないので本当に申し訳ないなと思いながら、ぜひですね、大野の商店街

が頑張ってるよっていうところが、また、メディアなんかに取り上げられることをですね期待したいと思いますんで、ぜひ、頑張ってくだ

さい。全体を通して何かご意見あればですね、お願いしたいと思いますけれどもどうでしょう。

○委員

画面共有させていただきます。経営分析をするときに、自分たちの会社を取り巻く世の中がどう変わっていくんだろうというのを分

析していくと。その中から自分たちのチャンスになるようなことを見つけていくっていうのが、基本的な考え方になりますよということで、

その手法というのがいくつかあるんですけども、今回の資料でいけば3－2のですね。5年間の見通しっていうね、ここを考えていくと
きの整理の仕方ということになると思います。一つは、ちょっと時間ないので簡単にいきますと一つのＰＥＳＴ分析という世の中をで

すね政治的な要因ですと経済的な要因とか、社会的な要因ですね、人口がどうなるとかあとは技術的な要因背景がどう進化

するとかこういった、四つの視点でどう変わるか、分析していくというふうな分析手法があります。こうやって抜き出していくわけですよ

ね。全体で考えると、どこから考えていいかわからないんで枠の中で考えて、抜き出しやすくすると。同じような考え方で、ファイブフ

ォース分析、今委員長の方からお話ありましたが、自分たちの、競争相手というのを考えていきましょうという分析の手法です。こ

れは当然ですけど、自分たちのその業界内、小売業なら小売業の、飲食店なら飲食店の業界内での競争、或いは、これは新

規の方が入っていく競争相手が入ってくというふうなこと。それから、そもそもその商品の代わりになるように、これで競争相手がどう

なるでしょう。あと、仕入先、売り手の力がどうかとか、あと、お客さんの力がどうかとかこういう五つの視点で同じように分析していき

ましょうというのがファイブフォース分析のこと。例えばハンバーガーでしたら、マクドナルドやモスバーガーこの辺が競争相手でそれに

新しいアメリカからの競争相手が入ってきたり、代わりになるものとしては、ランチということであれば牛丼だったりカレーだったり競争

相手になってきますねということで仕入先がどうかということであれば食肉加工業者とかね商社とか、あとお客さんが、どう変わって

いくかみたいな、こういうふうにして分析してみましょうということです。同じように３C分析ということで、自分の会社はどういうところが
強い弱いとかですね、お客さんはどうなっていってるとか競争相手はどうなっていっているかとこういう枠で考える分析もあります。で、

最終的にそれらをまとめてですねＳＷＯＴ分析というふうな考え方で、整理していくというのはすごくよく使われています。自分たちの

会社の強み、弱み。そして自分たちを取り巻く機会、脅威。これが大野の話であれば大野の強み弱み。今強みっていうのはこの

アンケートで上がってきてるような、こういったところを売っていきたいよっていう、そういう項目が入ってくると思うんですけどもね。そう

いうようなものを、こう並べて並べ上げていって、最終的には書いてますように、自分たちの強みと、世の中のチャンスですね、この

組み合わせを探していこうというふうなものです。また同じようにハンバーガーの例でね、マクドナルドの例で挙げるとこんな感じで、

整理されますよというふうなことがあります。世界的なグラウンドと知名度がありますねっていうのが強み。それに対して機会としては、

早く安くを好む志向がありますねとかね。今でしたら、コロナ禍の今でしたらテイクアウト。すごいニーズが伸びてるとか、その辺チャン



スとしてあります。でそこをうまく組み合わせて手を考えていこうっていうのがSWOT分析の使い方です。そして、今は、こういう考え
方と同時にしていかなきゃいけないなというので、最後に触れておきますけれども、コロナによってですね、これらの競争環境がやっ

ぱ大きく変わってきてるということで、アフターコロナというトレンドにタッチする強みっていうのは何なんだろうと。或いは、アフターコロナ

のトレンドをとらえていくために克服するべき弱みっていうのは何なんだろう。そして、アフターコロナの拡大していくニーズの中で狙え

るものは何だろう。或いは、逆風となるような、トレンドはなんだとかね、こういう視点で自分たちと世の中のことを整理していくと。い

うふうな中から、5年後に向けて何をやっていったらいいんだろう、どこに力を入れたらいいんだろうっていうのを考えていこうというふう
に使っていけたらなというに思っております。

○南保委員長
要はこの分析を通して、もうちょっと大野のリアリティーを、やっぱり市民の皆さんも含めて理解していただこうというのが目的で、今

回の計画を立てる上でですね、こういったベーシックな資料を出して、大野市民の理解を深めて、そしてまた、先ほどドメインコン

センサスって話ありましたけれども、内も外も、大野知ってもらうために使えないかなっていうことで今ちょっと委員から紹介していた

だいたということなんですけども。これ是非やりたいな、やってみたいなっていうこともありまして、どうでしょうかね皆さんそういうところで、

もし、ご意見いただければ、もう当然、これをさらにブラッシュアップして、大野のオリジナリティのあるですね分析にだってできると思

いますので、ちょっとこういうことも、事務局大変になりますけど私たちも協力したいと思いますけれども。どうでしょうか。この考え方

を少しですね、取り入れて、この分析するということに賛同いただけたらと思いますがいかがでしょう。

○委員

私ももともとＪＴＢで営業戦略とかしており、このマトリックスで違和感ないです。

○南保委員長

はい。またいろいろ教えていただけるとありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。もう一応この考え方もちょっと取り入れ

させていただくということで、委員の皆さん方のご承認をいただいたということにさせていただきたいと思います。それと、先ほどからの

骨子案についてですね、大まかな構成産業別戦略シート、それから後は観光、実践シートと。いうふうな、こういった流れで進め

ていきたいと思います。また細かなところは今からしばらくフィールドワークなんか通して詰めていくと思いますので、第3回に入る前に、
事務局の方で何か考え方まとまればその都度、私達の方に発信していただいていいのかなと思いますので、そこら辺柔軟にやって

いければと思ってます。はい。大変時間長くなって申し訳ございません。ここら辺でですね、会議を閉めたいと思います。今日発言

をお願いできなかった委員は、大変申し訳ございません。次回をぜひお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あと、

事務局から何かございましたら、よろしくお願いいたします。

○事務局
はい。ありがとうございました。このあと、市の方で照会をさせていただきます。後日皆様の方に送らせていただきますので、各団体

の方で、ご検討いただきまして、ご意見いただければと思います。よろしくお願いします。

○南保委員長
はい。最後ですね、委員の皆様から何かございましたら発言。お願いします。これをもちまして策定委員会を、終了をさせていた

だきたいと思います。では川嶋副委員長からですね、閉会の挨拶のほどよろしくお願いいたします。

○川嶋副委員長

皆さんどうもお疲れさまでした。今日もいろいろご意見をいただき、私もいろいろしゃべらせていただきましたけれども、今大野で、

本当に明るい材料というのは、前回もお話、出ましたけれども、道の駅荒島の郷、ここにお客さんがね、来ていただいてるかなり

目的地として来ていただいてるということで、本当にその大野という町のおもてなしの力ですねこれが上がったと、一つのランク上が

ったというね。ことになっているこれが本当にブランドというものを作っていくということと、実際に稼ぐというところで、すごく力になってる

なと思います。これを生かしたブランド展開というのはこれから。具体化していければというふうに思っているというところが一つと、あ

と今日もいろんな意見出て、これは非常にまとめていくの大変なんですけども、事務局の方々はですね、これを難しいけどやると

いう発言今日も出てましたが、これちょっと本当に心強いいいものができていくんだろうなというふうな感じがしてるというところです。

皆さまのお力もいただきまして、これを実際に事業者の方々が使えるきっかけになるものというものにしていけたらと思いますので引

き続きよろしくお願いいたします。

○南保委員長

どうもありがとうございました。ではこれにて閉めたいと思いますので、次回よろしくどうぞお願いいたします。

体裁


