
令和２年度あわら市地域ブランド戦略会議 

 

日時 令和３年３月16日(火) 15:00～ 

場所 あわら市役所 正庁 

 

 

会 議 次 第 

 

１ 開会 

 

 

２ 会長あいさつ 

 

 

３ 報告事項 

（１） ＪＲ芦原温泉駅周辺整備の進捗状況について（資料１） 

（２） （仮称）芦原温泉駅西口賑わい施設について（資料２～６） 

①施設の利活用について 

②管理運営計画（案）について 

③魅力体感施設について 

④カフェレストラン・物販店舗について 

 

 

（３） 地域ブランド発信事業について（資料７、８） 

 

 

 

４ その他 

 

 

 

５ 閉会 

 



（敬称略）

組織名 役　職 氏　名 備　考

あわら市 市　長 佐々木　康　男 会長

あわら市商工会 会　長 赤　尾　政　治

あわら市観光協会 事務局長 米　由　　　誠 代理

芦原温泉旅館協同組合 理事長 伊　藤　和　幸

福井県農業協同組合 理　事 北　島　友　嗣

(株)金津技研 代表取締役 伊　藤　憲　治

福井工業大学（デザイン学科） 教　授 川　島　洋　一 デザイン部会

福井工業大学（建築土木工学科） 教　授 下　川　　　勇

(株)福井銀行芦原支店 支店長 正　木　宏　和

あわら市地区区長会連絡協議会 副会長

あわら市 副市長 城戸橋　政　雄

あわら市教育委員会 教育長 大　代　紀　夫

専門部会

芦原温泉駅まちづくりデザイン部会 部会長 笹　原　修　之

事務局

あわら市創造戦略部 部　長 小　嶋　範　久

あわら市土木部 部　長 永　井　宏　昌

あわら市経済産業部 部　長 武　田　正　彦

課　長 江　川　嘉　康

課長補佐 西　正　真　琴

主　事 吉　川　知　輝

課　長 山　本　紹　央

課長補佐 翠　　徳　夫

あわら市経済産業部観光振興課 課長補佐 赤　神　貴　幸

あわら市地域ブランド戦略会議委員名簿

あわら市創造戦略部政策広報課

あわら市土木部新幹線まちづくり課





食 文　化 スポーツ 音　楽 その他 展　示

・マルシェ
・軽トラ市

・舞踊 ・ASOVIVA!体験 ・ミニコンサート
・ライブイベント

・RE market（フリーマー
ケット）

・こども園、小・中学生の作
品展示
・市内工芸品展示

３月

・あわらの日(伝統料理の日)
・イチゴフェア
・発酵まつり

・吹奏楽演奏会 ・雛段飾り

４月

・そば打ち大会 ・アニマル運動能力測定 ・吹奏楽演奏会 ・花苗フェア
・屋台づくりワークショップ
・ちはやふるタイアップイベント

５月

・たけのこ・山菜茶屋 ・マジックイベント ・ストリートダンス ・金津まつり囃子練習
・オカリナ発表会
・チア☆ダンJETSダンス

・クラフトマーケット
・植物マーケット

・鯉のぼり

６月

・らっきょうまつり
・スイカ・メロンまつり

・ストリートスポーツ体験会 ・金津まつり囃子練習 ・押し花展示会

７月

・あわらメロンまつり
・スイカ・越のルビーまつり

・お茶会 ・ヨガ・健康体操 ・七夕ライブ
・金津まつり囃子練習

・金津まつり山車展示
・七夕飾り

８月

・盛夏ビアまつり ・マジックイベント ・フラダンスフェスティバル
・音楽ライブ

・風鈴飾り

９月

・ぶどう・梨まつり
・スパイスフェス

・地元ミュージシャンライブ ・クラフトマーケット
・お月見イベント

・写真展

10月

・新そばまつり
・越前柿・新米まつり

・アニマル運動能力測定 ・湯けむり映画祭表彰式・上映会

・ハロウィンイベント
・古道具市

・企画展

11月

・新酒・秋の地酒まつり
・焼きいもまつり

・詩吟朗詠
・文化芸能発表会

・ストリート文化イベント
（スケートボード、ＢＭＸ、
ブレイクダンス等）

・商工フェスタ ・陶芸展

12月

・カニまつり
・福井おでんフェス
・女将の酒完成お披露目会
・餅つき大会

・おさらい会 ・クリスマスイルミネーション

１月

・郷土料理を食べる会 ・謡曲発表会 ・書初めまつり ・絵画展
・書道展

２月

・水ようかんまつり ・謡曲発表会 ・節分豆まき ・あかりばやし

冬

西口駅前広場（賑わいホール・広場）開催イベント（案）

通年

項目

春

夏

秋

資料２



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 。 

 

   

 

 

 

 

 

(仮称)芦原温泉駅西口賑わい施設管理運営計画案<概要版> 
 

１ 管理運営計画の目的と位置付け 

（１）計画の目的 

（仮称）芦原温泉駅西口賑わい施設（以下、「本施設」という。）は、福

井県の北の玄関口にふさわしい新たなランドマークとして整備し、観光客

等の駅利用者や地域住民が出会い、集い、賑わい、憩い、そして福井県の

旅の発着点として広く利用できる施設を目指しています。 

   「（仮称）芦原温泉駅西口賑わい施設管理運営計画（以下、「本計画」と

いう。）」は、芦原温泉駅周辺の賑わいづくりの中心となる本施設を、効率

的・効果的に運営するため策定するものです。 

    

（２）施設の基本コンセプト 

 

 

 

 

  人がつながり、まちへの流れを創る、ひと・もの・情報・賑わいの結節点 

 

（３）施設の役割 

本施設の基本コンセプトを基に、駅利用者や地域住民が利用しやすい施

設とするために、６つの機能を持たせます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）計画の位置付け 

   本計画は、施設の管理運営に関する基本的な内容を取りまとめたもの 

で、今後、本計画に位置付けられた詳細な事項について協議し、施設整 

備と併せて随時見直しを行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  施設概要 

名   称   （仮称）芦原温泉駅西口賑わい施設 

所 在 地    あわら市春宮一丁目 12番 18号 

構    造     鉄骨造 地上３階建て 

敷地面積     1,749.60㎡ 

    建築面積     1,425.65㎡ 

延床面積     1,983.56㎡ 

整備施設   （１階） 賑わいホール・広場、観光案内所、カフェレ

ストラン・物販店舗、トイレ、授乳室、救護

室、倉庫 

       （２階） 魅力体感施設、事務室、機器操作室、倉庫 

       （３階） 吹き抜け（自由通路と接続） 

   周辺関連施設   西口立体駐車場、aキューブ、ビジネスホテル等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業計画 

（１）事業方針 

    施設の整備目的である人の交流による賑わいづくりと、あわら市をは
じめ近隣市町の観光地等へと誘う地域の魅力を伝えるために、次の事業
について計画的に実施します。 

 
● 魅力発信事業 

あわらや嶺北エリアの魅力（地域資源、食、文化芸術等）を多くの人
に周知・発信し、施設を出発地として様々な地域につなぐことで、広域
周遊観光を促進します。 
● 地域活性化事業 

ホール・広場で開催するイベント等により人々の交流を促し、地域と
連携した取組みを発展させることで、市全体の地域活性化につなげま
す。 

 

（２）事業計画 

魅力発信
事業 

情報発信事業 

・大型ビジョン等により、市の感幸ＰＶをは

じめ、地域資源、イベント等の情報を発信

します。 

・観光案内所では、あわら市をはじめ、県内

の観光情報を提供します。 

・魅力体感施設では、あわらの食や温泉の紹

介、周辺人気観光地の魅力を伝えます。 

芸術文化鑑賞
事業 

・芸術作品や創作作品の展示など、あわら市

に在住する陶芸家や作家等の作品鑑賞事

業を実施します。 

食のＰＲ事業 

・カフェレストランでは、あわら市産、福井

県産の旬の食材を使用したメニューを提

供し、食ブランドの向上を図ります。 

・物販コーナーでは、地元あわらの農産物、

土産品、特産品を販売します。 

地域活性
化事業 

賑わい創出事
業 

・飲食、スポーツ、ミニコンサート等のイベ

ントを開催し、多くの人が賑わう場を創出

します。 

・祭りの山車の展示や季節に応じた装飾を行

い、賑わいを演出します。 

市民活動促進
事業 

・市民活動の発表の場として、音楽、ダンス、

演劇等の発表会の開催を促進します。 

参加体験型事
業 

・生産者や大学等と連携した参加体験型のプ

ログラムを実施します。 

※ 令和元年度から、芦原温泉駅まちづくりデザイン部会において、施設で
実施するイベントや展示等の検討を行っています。【資料２】 

 

（３）開館記念イベント 

広く地域住民に施設を披露する機会として、開館を記念するオープニ

ングイベントを企画・実施します。 

   

（４）北陸新幹線芦原温泉駅開業記念セレモニー 

   ＪＲ西日本や並行在来線事業者と連携し、北陸新幹線や並行在来線の

開業を記念する特別な催しを実施します。 

施設名 広さ 概要 

賑わいホール 372㎡ 

・ステージイベントが可能な広い屋内空間 
・テーブルやソファを配置し、快適に過ごせる
待合スペース（教育旅行等の受入れも可） 

・地域の魅力・各種情報の発信やイベントに活
用できる大型ビジョンや展示スペース 

賑わい広場 280㎡ 

・雨天時でもイベントや待合いに利用できる屋
外の屋根付き広場 

・ガラス戸を開放することでホールと一体利用
ができる多目的スペース 

（オープンカフェ、マルシェ、コンサート等） 

魅力体感施設 384㎡ 

・あわら温泉を核とした市内の自然、景観、歴
史、文化、祭り、食などの魅力の展示 

・東尋坊、永平寺、恐竜博物館の三大観光地の魅
力を体験・体感できるコーナー 

・市民や子どもが憩う市民スペースやキッズ広
場 

観光案内所 46㎡ 

・多言語に対応した観光案内窓口 
・観光客のニーズに合わせた旅のプランを提案
する観光コンシェルジュの配置 

・スーツケースやお土産等の手荷物の一時預か
り・配送サービスの提供 

・一日フリー乗車券や各種旅行商品の販売 

カフェレストラ
ン・物販店舗 

228㎡ 

・民間事業者が運営する飲食・物販のテナント
スペース 

・あわら市産や福井県産の食材を使用したメニ
ューを提供する飲食コーナー 

・あわら・坂井エリアをはじめ、福井に縁のある
良質な土産品や地域の逸品を提供する物販コ
ーナー 

その他 － 

・施設利用者用のトイレ（男性用・女性用・多機
能）、授乳室、救護室 

・施設管理用の事務室、機器操作室（照明、空調、
映像等）、倉庫 

 

“人と人”“人とまち”をつなげる幸
さち

ふるステーション 

情報発信機能 交流機能 

賑わい機能 

観光案内機能 待合機能 

Ｒ２（仮称）芦原温泉駅西口賑わい

施設管理運営計画策定 

Ｈ30 芦原温泉駅周辺まちづくりプラン策定 

Ｒ１（仮称）芦原温泉駅西口賑わい施設基本設計 

Ｒ３～４ 
建築工事 

Ｒ５.４.１（仮称）芦原温泉駅西口賑わい施設開館予定 

Ｒ２（仮称）芦原温泉駅西口

賑わい施設実施設計 

資料３ 

飲食・物販機能 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）事業展開 

① 開館前 

施設の愛称やサポーターの募集、施設に対する興味・関心を惹くよ

うな情報発信を積極的に行い、開館に向けた気運を醸成します。 

    ② 初期（開館～２年程度） 

施設の認知度を高めるために、市内外へ広く施設の存在を周知する

事業を展開します。 

③ 中期以降 

生産者、事業者、集客施設等と連携し、新規事業の企画、継続事業

のレベルアップを図ります。 

（６）開館までのスケジュール 

 Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

      

  

 

 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 組織計画 

（１）指定管理者制度の活用 

施設の管理運営にあたっては、駅利用者や地域住民の公平性や平等

性など、市が設置する公の施設としての管理運営が確保されるととも

に、賑わいホール・広場等における事業やイベントを活性化するため、

最適な管理運営主体を指定管理者制度により選出します。 

 

（２）指定管理者と市の関係 

    市民目線に立った施設の管理運営を行うため、以下のような方法で

管理運営状況を把握していくこととし、市と指定管理者の円滑な連携

体制を構築します。 

・市と指定管理者による月１回（開館当初は週 1回）の連絡調整会議の

実施 

・指定管理者による月次報告書の作成及び報告 

・利用者へのモニタリングやアンケート調査の実施 

 

 （３）管理運営体制  
５ 施設運営計画 

（１）施設運営方針 

施設を合理的かつ効率的に管理するだけでなく、誰もが心地よく利 

用できるよう、利用しやすさや公平性にも配慮した施設運営を行いま

す。 

 

（２）施設運営概要 

   ① 開館日 

     原則、年中無休とします。 

※ 施設の安全・安心な維持管理に必要不可欠なメンテナンスの

ため、臨時休館日を設けることがあります。 

 

   ② 開館時間 

賑わいホール 

賑わい広場 
午前６時～午後 11時 

魅力体感施設 午前９時～午後７時（冬季は午後６時まで） 

観光案内所 午前８時～午後７時（冬季は午後６時まで） 

カフェレストラン 

・物 販 店 舗 
午前７時～午後 10時 

※ 冬季は 12月～２月までとします。 

 

   ③ 賑わいホール・広場の利用規則 

利用申請受付時期 12カ月前から可（開館初年度は６カ月前） 

利用決定方法 原則先着順で申請を受け付けます。 

貸 出 時 間 午前９時～午後 10時 

利 用 料 金 

貸出備品料金 

減免・免除制度 

別途定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
６ 収支計画(案) 

   市民の利用しやすい利用料金等に配慮する必要があることから、支出
額と同等の収入を得ることは難しいが、市の厳しい財政状況を考慮しな
がら、効率的かつ効果的な運営に努めます。 

 

収 入 

指定管理料 40,000 

事業補助金 2,000 

利用料・広告料 1,000 

収入計 43,000 

 

単位：千円 

管
理
運
営
の
検
討 

支 出 

維持管理費 30,000 

人件費４名 
(市派遣職員 2名分を除く） 

10,000 

装飾・展示費 3,000 

支出計 43,000 

 

施
設
整
備 

設計 

貸館 

受付 

開館記念事業等の企画 

建築工事 

●指定管理者選定 

●愛称決定 

●管理運営組織設立 

●管理運営マニュアル作成 

●管理運営計画策定 

愛称 

公募 

●条例制定 

 

サポータ

ー募集 

あわら市 

指定管理料 

直営 
委託 

利用料金 

賃貸 

直営 

・管理運営組織の 

設立検討 
・イベント、設備、 

備品の検討 

（４）組織体制(案) 

           

 

 

 

 

 

 

 

総務・管理部門 
法人正職員  1名 

法人臨時職員 1名 

 

・庶務、経理 
・関係機関との連絡調整 
・貸館申込受付 
・施設設備等の維持管理 

【一部委託】 
・警備【委託】 
・清掃【委託】 

 

 

・JR西日本 
・第三セクター 
・ビジネスホテル事業者 
・新富繁栄会 等 

(仮称)芦原温泉駅 
周辺活性化協議会 

 

・郷土歴史資料館 
・金津創作の森 
・きららの丘 等 

集客施設等 

連携 

営業・イベント部門 
法人正職員   1名 

市派遣職員   1名 

法人臨時職員  1名 

・広報、営業（貸館業務） 
・利用相談（ホール・広場） 
・照明・音響操作【委託】 
・館内装飾・展示等の企画・
実施 

・魅力体感施設の展示物管
理 

 

 

① 総務・管理部門 

施設設備の維持管理や庶務、経理に関する事務全般を行います。ま

た、賑わいホール・広場の貸館の申込受付や関係機関との連絡調整を

行います。 

② 営業・イベント部門 

賑わいホール・広場の装飾・展示等の企画・実施をはじめ、関係団

体との連携によるイベントの開催や広報等の情報発信を行うほか、貸

館の営業や利用相談に応じます。 

 施設長（統括責任） 

市派遣職員 1 名 

賃借料 

ホール・広場 魅力体感施設 

管理運営組織（一般社団法人） 
※施設全体の運営・維持管理を行う組織 

観光案内所 

（観光協会） 

カフェレストラン 

・物販店舗 

（三丹本店） 

 

開
館
（
式
典
・
開
館
記
念
イ
ベ
ン
ト
） 

北
陸
新
幹
線
芦
原
温
泉
駅
開
業
記
念
セ
レ
モ
ニ
ー 

デ
ス
テ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ
ン
ペ
ー
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概算収支 

待合、休憩、交流、貸

館、イベント、展示等 
観光コンシェルジュ配

置、手荷物預かり・配送

等 

 

カフェレストラン・

物販店舗 
（三丹本店） 

あわらならではの食の提
供、福井の土産品・逸品
販売等 

自然、景観、文化、祭
り、食、主要観光地等
の紹介等 

 

観光案内所 
（観光協会） 

 

 

・イベントプレーヤー 
・各種団体 
・生産者 等 

(仮称)賑わい施設
活用促進委員会 

周辺活性化協議会 

事業補助金 

(イベント等) 

一般社団法人 
代表理事、理事、顧問等 
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令和３年３月16日

あわら市政策広報課

（戦略会議）

令和２年度

あわら市地域ブランド発信事業

実施報告

資料7



page.1

令和２年度 事業の整理

1 あわら市地域ブランド発信事業
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■ 目 的 ： 地域ブランドを内外に広く発信し浸透させることで、市民のふるさと愛の醸成を図るとと

もに、移住・定住の推進や観光客の誘致、新たな企業の誘致、新商品・特産品開発など、

市全体の活性化や地方創生に資する取り組みとして展開し、あわら市のまち・ひと・しご

と創生総合戦略で掲げる「暮らしやすくて幸せを実感できるまち」の実現に寄与すること

を目的とする。

■令和元年度事業： ⑴ あわら市の地域ブランド発信事業

①感幸プロモーション動画制作による魅力発信。

あわら市の魅力や地域資源を結集したプロモーション動画を制作し、あわら市の魅力を国内外に広く発信する。

②あわらむすびprojectによる情報発信。

引き続きNPO法人TABLE FOR TWOとの連携により、「食」という資源に着目した情報発信を行い、知名度の向上を図る。また、市内の

こども園や各学校へ「おにぎりアクション」の参加を呼びかけ、「あわら市地域ブランドメッセージ」の浸透を図るとともに、市の認知や魅

力を高める。

⑵ あわら市の地域ブランド創出活動

「都会にはないぜいたくがあるまち」を基準とした「まちの価値づくり」のための事業。ふるさとに対する自信と誇りの醸成を図る「あわ

ら贅沢さがし授業」やインスタグラムによる魅力発信。

数値目標
基準値

（H29.3）
KPI

（H30.3）
KPI

（H31.3）
KPI

（R2.3）
KPI

（R3.3）

あわら市民のブランドスローガン

認知度
30.2％ 31.6％ 36.4％ 35.8％ ---％

市民のあわら市に対する愛着度 37.2％ 35.0％ 37.6％ 36.9％ ---％

平成28年度に制定したブランドメッセージ・ロゴマークの考え方を踏襲し、
あわら市民の『愛着』を高め、「あぁ、あわら贅沢。」の

ブランドメッセージを浸透させる事業。

項 目 2018年 2019年 2020年

本市の魅力度ランキング 405位 350位 340位

本市の認知度ランキング 582位 626位 610位

（地域ブランド調査／ブランド総合研究所）
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目 的

「都会にはないぜいたくがあるまち、あわら市」を市内外に発信することで、あわら市の知名度
の向上と、市民の誇りや自信、郷土への愛着を育む。また、地域資源の魅力に磨きをかけ、そ
れを活かして更なる地域活性化に取り組む核となる人材の育成を図る。

事業内容

あわら贅沢さがし授業

おにぎりアクション2020
・「食」という資源に着目した情報発信とＰＲ
・NPO法人TABLE FOR TWOとの連携による相乗効果

●知名度の向上

●郷土への愛着

子どもたちのふるさと愛の醸成

１

２

３

４

５

感幸プロモーション動画を活用
した情報発信

動画を使ったあわら市の魅力発信

「あぁ、あわら贅沢。」
インスタグラムによる情報発信

・人気のSNSツールを使った魅力発信
・あわらファンの獲得

「あわら感幸創造マイスター」
養成セミナー

地域資源の魅力に磨きをかけ、それを活かして更なる
地域活性化に取り組む核となる人材を育成

●人材の育成
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2 あわらむすびproject

あわら市地域ブランド発信事業
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■あわら市では各学校の協力も得て、多数の写真を投稿

あわら市内では、市民の皆さんに「おにぎり写真」の投稿を呼びかけたところ、コロナ禍の中、イベント等の開催は出来なかったもの

の、市内こども園や小学校、金津高等学校など多くの児童生徒が参加し、寄せられた写真の合計枚数は、683枚であった。あわ

ら市からは、アジア・アフリカの子ども達の給食費として、3,400食分以上が届けられたことになる。

また、今年度は、「あわらむすび」をこれまでに考案いただいた市内飲食店８店舗において、10月1日から10月31日までの「おに

ぎりアクション2020」の期間中に、おにぎりの販売と「おにぎりアクション2020」のＰＲを行い、イベントの盛り上げに協力をもらった。

 写真投稿件数 20万2,143件（1日約6,500枚）

 届けた給食食数 90万食（4,100人の子どもたちに1年分）

■「おにぎりアクション2020」全体では、コロナ禍において投稿枚数の減少も見込んでいたものの、SNSで広く拡散され、1日あたり

6,500枚以上の投稿枚数を維持

■チラシを配布し、おにぎりの販売とイベントＰＲを実施
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6

日産セレナ配信のおにぎりアクション動画に各社が参加

「おにぎりアクション2020」の企画テーマ「家族と大切な人との『つ

ながり』」を柱に、協賛企業における企画会議において、組織を超

えた連携による機会の最大化を図るべく、日産自動車が企画した

PR動画において、協賛企業のマスコットキャラクターと共にあわらお

もてなしキャラクター「湯巡権三」も出演し、あわら市のPRを行った。

（再生回数Ｒ3.2末時点 2.3万回）

▲日産本社ギャラリーにおいて動画の撮影

▲日産ＳＮＳによる動画の情報発信
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7

おにぎりアクション2020における あわら市のＰＲ

日刊県民福井 2020.10.10 (一社)SDGｓ支援機構 2020.10.24

インフルエンサーに
よるインスタ投稿
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多数のメディア掲載

おにぎりアクション2020全体のPR

種別 媒体名 掲載日

雑誌 With6月号 2020/4/27

雑誌 食育白書 2020/6/16

WEB SDGsスクラム 2020/8/20

新聞 朝日新聞デジタル 2020/9/1

WEB BIGLOBE ニュース 2020/9/1

WEB Markezine 2020/9/2

新聞 農業協同組合新聞 2020/9/3

WEB おにぎりマイスター 2020/9/12

WEB ELEMINIST 2020/9/22

WEB YOUBLOG LifeStyle magazine 2020/9/26

新聞 日本食糧新聞 2020/9/30

WEB オルタナ 2020/9/30

WEB Yahooニュース 2020/9/30

WEB カーアンドレジャーニュース 2020/9/30

WEB RBB TODAY 2020/9/30

WEB BtoBプラットフォーム業界ch 2020/9/30

WEB livedoorニュース 2020/9/30

WEB Mart 2020/9/30

WEB ZDnet 2020/9/30

WEB Work Master 2020/10/1

WEB exciteニュース 2020/10/1

WEB WMR Tokyo 2020/10/1

WEB SDGsスクラム 2020/10/2

WEB レスポンス 2020/10/2

WEB e燃費 2020/10/2

WEB sustainable today 2020/10/2

WEB LEEweb暮らしのヒント 2020/10/4

新聞 ヨコハマ経済新聞 2020/10/4

WEB 暮らしニスタ 2020/10/4

雑誌 企業と広告 2020/10/5

WEB 時事ドットコムニュース 2020/10/5

WEB フーズチャンネル 2020/10/5

WEB ガイアックス 2020/10/6

WEB 上記Mapionニュース転載 2020/10/6

WEB 上記スマートホーム転載 2020/10/6

新聞 農業協同組合新聞 2020/10/7

新聞 時事通信社 2020/10/7

新聞 読売新聞 2020/10/9

WEB Yahoo!ニュース 2020/10/10

新聞 中日新聞（ふくい地域ニュース） 2020/10/10

WEB ethica 2020/10/12

ラジオ NBCラジオ 2020/10/13

WEB Makezine 2020/10/14

WEB NewsPics転載 2020/10/14

WEB あんふぁんWeb 2020/10/14

新聞 北國新聞 2020/10/14

ラジオ FM FUJI Yes!Morning 2020/10/15

WEB DIME 2020/10/15

TV MRO北陸放送 2020/10/15

雑誌 低温流通 2020/10/15

WEB Yahoo!ニュース 2020/10/16

新聞 北陸中日新聞 2020/10/16

WEB BLOGOS 2020/10/16

WEB NewsPics 2020/10/16

WEB 帰国便利帳 2020/10/16

WEB Forbes JAPAN 2020/10/16

WEB ニコニコニュース 2020/10/16

WEB IG news 2020/10/16

WEB BIGLOBE 2020/10/16

WEB 財経新聞 2020/10/16

WEB 時事ドットコム 2020/10/16

WEB exciteニュース 2020/10/16

WEB WMR Tokyo 2020/10/16

WEB グルメプレス 2020/10/16

WEB 楽天info seek 2020/10/16

新聞 福井新聞D刊 2020/10/20

新聞 毎日新聞（東海版） 2020/10/20

ラジオ OH!HAPPY STYLE 2020/10/21

ラジオ FM FUJI Yes!Morning 2020/10/22

WEB Yahoo!ニュース 2020/10/16

WEB SDGsジャーナル 2020/10/24

新聞 毎日新聞（東京版、夕刊） 2020/10/26

WEB JIJI.COM 2020/11/2

WEB WMR Tokyo 2020/11/2

WEB 産経新聞 2020/11/2

WEB newsweekjapan 2020/11/2

WEB exciteニュース 2020/11/2

WEB ニコニコニュース 2020/11/2

WEB 読売新聞 2020/11/2

WEB ampmedia 2020/11/3

WEB eatreat 2020/11/3

WEB アンドエム 2020/11/2

WEB BIGLOBE 2020/11/4
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「あわら感幸創造マイスター」養成セミナー
目的及び概要

3 あわら市感幸創造マイスター育成事業
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■ 目 的 ： このセミナーは、あわらの自然・歴史・文化・食・産業など様々な分野で活躍している人を対象と

している。

地域資源の魅力に磨きをかけ、それを活かして更なる地域の活性化、誘客拡大、新たなビジネスの

開発、人材育成などに取り組み、住む人や訪れる人も幸せにする、そして、地域を豊かにするイノ

ベーションを起こすような人材の育成を目的としている。

セミナーでは、あわららしい地域資源を掘り起こし、その地域の恵みを活かした「あわらならで

は」の付加価値を生み出す仕掛けについて学び、地域資源の活用方法や商品化を目指す。

■ セ ミ ナ ー 講 師 ：
・江﨑 貴久（えざき きく）

（有限会社オズ 海島遊民くらぶ 代表取締役）

（ 略 歴 ）

1997年、有限会社菊乃設立、代表取締役就任。観光業のあるべき姿を見直し、地産地消を基本に

旅館海月の経営を開始。2001年(有)オズを設立、離島をフィールドに自然や生活文化を通して環境

と観光、教育と環境を一体化させたエコツアー「海島遊民くらぶ」を展開。

現在、観光や環境に関わる行政委員や地元の伊勢志摩国立公園及び鳥羽市のエコツーリズム推進協

議会会長、観光協会副会長を務め、次世代のリーダー・人材育成・地域全体での資源活用のあり方を

研究しながら実践するとともに、各地の地域の活性化に取り組んでいる。令和2年あわら市にて開催

の「まちむらときめきセミナー」においても講演。

■ セ ミ ナ ー 受 講 生 ： (株)グランディア芳泉 山口高澄 野菜ソムリエプロ 土橋登喜雄 ヤギカンバン(株) 八木康史

NPO法人細呂木創成会 酒井敏雄 (一社)なみまち倶楽部 坂井優 (一社)蓮如の里吉崎 末富攻

坂野靖子 海渡由紀子

市観光振興課 竹内優美 市観光協会 津田香由紀
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■ 事 業 概 要 ： 開講期間 令和２年８月27日から令和３年１月７日（全６回）

受講日程・内容

８月27日 セミナー開講オリエンテーション 市役所202会議室

第１回
10月25日、26日

先進地視察研修（１泊２日）三重県鳥羽市（海島遊民くらぶ）
・船で行く漁師町（答志島）ランチツアー
・鳥羽の台所つまみ食いウォーキング
・海女の国（相差町）探検

第２回

11月９日

地域資源の調査（駅前・温泉地区、細呂木地区、吉崎地区）
ツアー商品造成の企画について

第３回

11月10日

地域資源の調査（波松地区）
企画書作成に向けた準備について
地域課題やビジョンなどについて、現地調査を交えながら洗い

出し、プランニングの基礎を固める。

第４回

12月１日

カヤック体験、調査報告、意見交換
課題（企画書）プレゼン１人5分
企画についての意見交換
地域資源（魅力）を活用した受講生の企画書について発表し、
グループワークを行う。

第５回

12月２日

1/7開催の企画プレゼンについて
企画プレゼンに呼びたい対象のピックアップ、準備など

企画に関する個別相談

第６回

１月７日

ケース演習、商品化提案
10名の受講生が企画した観光体験プログラム等のプレゼンテー
ションを行う。１人（発表5分、質疑等5分）10分
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■企画プレゼンテーション概要

・開催日時：2021年１月７日（木）13:30〜16:30

・会 場：あわら市役所3階 正庁

・講 師：有限会社オズ 海島遊民くらぶ

代表取締役 江﨑 貴久

・内 容：10名の受講生による企画プレゼンテーション

１人（発表5分、質疑等5分）10分

企画プレゼンテーションにかかる全体講評（江﨑講師、市長）

・発 表 者：次頁のとおり

・参 加 者：市長、副市長、市議会議員11名

商工会長、副会長、観光協会長、県観光連盟

あわら温泉女将の会会長、副会長、旅館関係者

福井銀行、北潟地区区長会副会長

(一社)なみまち倶楽部理事長、芦原温泉駅前再興会議会長

観光ガイド協会会員5名、(一社)蓮如の里吉崎副理事長

旅行業者2社、(株)デザインスタジオ・ビネン、商工業者

あわら市部(局)長9名

総数46名

▲企画プレゼン会場全体の様子

▲受講生発表の様子

▲会場参加者より質問の様子
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①（一社）なみまち倶楽部 坂井 優

「キスの里で投げ釣り体験～釣れたんじゃない 釣ったんだ！～」

•休校舎を基地に手ぶらで、地元の釣り名人がサポートし、2時間のキス釣りを楽しむ。オプションで魚

のさばき方や調理方法のレクチャ―などもある。

②（株）グランディア芳泉 山口 高澄

「旅館は地元の広告塔 ジ・モットコンシェルジュ」

・ジ・モットコンシェルジュを各旅館に設立。案内や体験、地域資源の発掘、情報発信などを行う。旅
館の空きスペースを活用して地元の食を伝える食堂やオンラインショップによる商品サービスの販売も
可能。

③野菜ソムリエプロ 土橋 登喜雄

「『田舎風たくあん』を作ろう！」

・曹洞宗大本山「永平寺」に納めているあわら市産の干し大根。産地ならではの塩と米ぬかのみで漬け
る安心安全な「ＭＹたくあん」を手作りする。

④ヤギカンバン(株) 八木 康史

「駅から３分！手ぶらでスイ～っと カヤック体験」

・駅から３分の自然豊かな竹田川で地元の語り部の話を聞きながら、カヤック体験。オプションで地元
の食材を使ったお弁当が付いてくる。

⑤ＮＰＯ法人細呂木創成会 酒井 敏雄

「森に潜む謎の城跡 『神宮寺城』 を探る！ツアー」

・隠れた歴史ミステリーをエンターテイメントとして楽しめるツアー。甲冑や武具を着て、戦体験。攻
略するにはどうするか、クイズ形式で行います。歴史ファン必見。
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⑥（一社）蓮如の里吉崎 末富 攻

「吉崎御坊ヒストリーツアー～ほんこう様料理のランチとともに～」

・ガイドと共に吉崎のまちを歩きながら歴史を学び、昔懐かしい報恩講で食べる精進料理の「ほんこう
様料理」を食べる。

⑦坂野 靖子

「『ちはや』なりきりまち歩き」

・着物と袴を着て、「ちはやふる」の登場人物になりきる。作品ゆかりの地や郷土歴史資料館、金津神
社なども紹介し、あわらファンを増やしていく。

⑧あわら市観光振興課 竹内 優美

「フルーツ王国あわらで メガパフェづくり体験！！」

・あわら市のおいしいものを詰め込んだオリジナルのメガパフェづくり体験。市内の大学キャンパスや
ＳＮＳを活用して、市内外の人に情報発信。

⑨あわら市観光協会 津田 香由紀

「ふくいの地酒 ちょい呑み比べ」

・ただ飲むだけでなく、ご当地ならではのおいしいお酒を飲み比べ。福井の温かい人達とも触れ合うこ
とができる。

⑩海渡 由紀子

「第二のおばあちゃんと過ごす、とくべつなひととき。 あわらのおばあちゃん」

・地域のおじいちゃんおばあちゃんが持つ技術や魅力をコンテンツ化して発信し、新たな観光資源や体
験プログラムを作り出す。
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福井新聞 2021.2.24

日刊県民 2020.11.10

福井新聞 2021.１.8

企画プレゼンテーション

市内地域資源調査

福井新聞 2021.３.２

プラン開発へ向けた
モニターツアー

まちづくり団体の設立
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福井新聞 2020.10.31

福井新聞 2021.２.18

福井新聞 2021.１.17
日刊県民福井 2021.１.10

ふるさと再発見
「スケッチ水彩画展」

県小学生「地域の宝」
年表コンテスト知事賞

細呂木・本荘小学校
「たたら製鉄」体験

市内全小学校
「あわらのたから」

図画展
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4
令和２年度 決算見込み

あわら市地域ブランド発信事業
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項目 備考 金額

■あわらむすびプロジェクト・アクション

・ＴＦＴ「おにぎりアクション」企画協賛

・おにぎりアクション実行委員会Web参加 計1回

・日産自動車企画のPR動画への参加

・市内８飲食店協力によるおにぎり販売でイベントのPR

¥1,002,350

■あわら感幸創造マイスター養成セミナー

・養成セミナーの開催

・セミナー期間…2020年８月～2021年１月（計６回）

・受講生…市内各分野で活躍している10名

・企画プレゼンテーションに関するアンケートの実施

観光庁誘客多角化事業

（¥1,547,590）

■あわら贅沢授業
・校長会説明、報道へ対する情報発信

・校外学習に係るバス代補助…計10回
¥153,219

■ブランド戦略会議等の運営 ・委員報酬、お茶代 ¥46,592

■感幸プロモーション動画を活用した情報発信 ・感幸プロモーション動画放映用ディスプレイ購入（４K対応） ¥157,300

■インスタグラム、贅沢スペースによる情報発信
・インスタグラム「あぁ、あわら贅沢。」から

あわらの魅力の発信

・１階庁舎贅沢スペースでの市民活動の発表

¥0

合計（税込） ¥2,907,051



令和３年度あわら市地域ブランド発信事業概要

目 的

「都会にはないぜいたくがあるまち、あわら市」を市内外に発信することで、あわら市の知名度
の向上と、市民の誇りや自信、郷土への愛着を育む。また、地域資源の魅力に磨きをかけ、そ
れを活かして更なる地域活性化に取り組む核となる人材の育成を図る。

事業内容

「あわら感幸創造マイスター」
養成セミナー

おにぎりアクション2021

地域資源の魅力に磨きをかけ、それを活かして更なる
地域活性化に取り組む核となる人材を育成

・「食」という資源に着目した情報発信とＰＲ
・NPO法人TABLE FOR TWOとの連携による相乗効果

●知名度の向上

「あぁ、あわら贅沢。」
インスタグラムによる情報発信

感幸プロモーション動画を活用
した情報発信

・人気のSNSツールを使った魅力発信
・あわらファンの獲得

動画を使ったあわら市の魅力発信

１

２

３

４

●人材の育成

資料８
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４月～６月 ７月～９月 10月～12月 翌年１月～３月

おにぎりアクション
2021参加

市役所1F
あわら贅沢スペースを
活動発信拠点に

あわらの魅せる化・あわらファンの獲得+あわら市Instaフォロワー獲得+あわら贅沢サイト誘導
Instagram
「あぁ。あわら贅沢。」情
報発信

地域資源の魅力に磨きをかけ、それを活かして更なる地域活性化に取り組む核となる人材を育成
「あわら感幸創造マイ
スター」養成セミナー

ふるさと学習や市民の日々の活動を披露

あわらの魅せる化・あわらファンの獲得あわら市感幸プロモー
ション動画を活用した
情報発信

知名度の向上

１

２

３

４



●知名度の向上

●知名度の向上

動画を使ったあわら市の魅力発信
ふるさと愛の醸成

 事業１ おにぎりアクション2021 予算額 200,000

事業の様子

 目的
「食」という資源に着目した情報発信とＰＲ
NPO法人TABLE FOR TWOとの連携による相乗効果

 内容

・「おにぎりアクション」は東京のNPO法人TABLE FOR TWOが主催する活動で、おにぎりを食べてい
る写真を、特設サイトまたは「＃OnigiriAction」を付けてＳＮＳに投稿すると、協賛企業などから一枚
当たり100円の支援金が拠出され、それがアジア・アフリカなどの子どもたちの給食費に充てられる
というもの。令和2年度は、キャンペーン初日にＷＥＢによる記者発表会が行われた。
・協賛企業で実行委員会を組織することで、企業間の様々なコラボレーション企画が実現。
・「日本から世界を変える」という想いと、気軽な参加方法に共感が広がり、年々、写真の投稿枚数
が増加。また、メディアでの取り上げも多くなっている。
・日産自動車が企画したPR動画において、あわらおもてなしキャラクター「湯巡権三」が出演し、あ
わら市のPRを行った。
・市内飲食店へ働きかけ、あわらむすびの販売とおにぎりアクション参加のPRの実施。
・政策広報課でおにぎりの写真を募集し、まとめて投稿。（あわら市投稿数　H30 781枚　R1 1,068枚
R2　683枚）

 事業の様子

 内容

あわら市が誇る多彩な「ひと・こと・もの」の魅力を伝え、住む人も訪れる人も幸せを感じる「感幸プロ
モーション動画」を各種媒体を使って発信し、あわら市の魅力を市内外に広く発信する。また、市内
外のイベントや各施設でも放映する。

【コンセプト】
温泉や自然、歴史、文化、食、産業、そこに住む人々の暮らしといった「和心あふれる感幸地あわら
の魅力」を発信するプロモーション動画をあわら市のＰＲのほか、観光誘客や移住定住、ふるさと教
育など様々な分野で活用する。視聴者に「行きたいまち、住みたいまち、働きたいまち、感幸地あわ
ら」を印象付け、市民に「大好きなまち、自慢したくなるまち、ときめくあわら」の気運の醸成を図る。

 事業２ あわら市感幸プロモーション動画を活用した情報発信 予算額 0

 目的

企業間連携によるPR 市内の各学校が参加

「幸、感じるまち。あわら市」感幸プロモーション動画

市内飲食店の協力



●知名度の向上

●人材の育成

 目的

自然・歴史・文化・食・産業など様々な分野で活躍している人材を対象に、地域資源の魅力に磨きを
かけ、それを活かして更なる地域の活性化、誘客拡大、新たなビジネスの開発、人材育成などに取
り組み、住む人来る人を幸せにする、そして、地域を豊かにするイノベーションを起こすような人材を
育成する。

 内容

・令和３年度のセミナーでは、令和２年度に企画した企画内容の磨き上げと、ツアー受入れ態勢の
整備やマネジメント、販売営業戦略、ツアーガイドシナリオの作成など実践に向けた取組みについ
て学ぐ。また、新たな受講生を追加し、仲間づくりと人材育成につなげる。

・伊勢志摩の新たな観光の形を作り、伊勢志摩国立公園エコツーリズム推進協議会の会長で「有限
会社オズ　海島遊民くらぶ」代表取締役江崎貴久氏を講師に、計６回程度の「あわら感幸創造マイ
スター」養成セミナーを開催。

 事業の様子

 事業４ 「あわら感幸創造マイスター」養成セミナー 予算額 1,156,000

 目的
人気のSNSツールを使った魅力発信
あわらファンの獲得

 内容

・人気のSNS「インスタグラム」を使って、「都会にはないぜいたくがあるまち、あわら市」の魅力を発
信。四季折々の写真を、気さくなコメントとともに投稿。
・年間を通して、あわらの様々な魅力を投稿し、獲得したフォロワーを上手く味方につけて、効果的
な情報発信を展開する。また、興味や関心を持ってもらえるようなハッシュタグ（＃）を工夫する。
（Ｒ3.3.2時点フォロワー1,026人）

 事業の様子

 事業３ インスタグラムによる情報発信 予算額 0

インスタグラムトップ 名所や四季折々の魅力をアップ

養成セミナー 地域資源の磨き上げによる企
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○あわら市地域ブランド戦略会議規則 

令和２年３月27日 

規則第９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、あわら市附属機関設置条例（令和元年あわら市条例第24号）

第３条の規定に基づき、あわら市地域ブランド戦略会議（以下「戦略会議」とい

う。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（担任事務） 

第２条 戦略会議は、あわら市附属機関設置条例第２条第２項に定める担任事務の

ほか、次に掲げる事務を行うものとする。 

(1) あわら市の地域ブランドの情報発信に関すること。 

(2) 芦原温泉駅周辺のまちづくりデザインに関すること。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、地域ブランドに関し必要と認められること。 

（組織） 

第３条 戦略会議は、市長、副市長及び教育長並びに委員10人以内をもって組織す

る。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 関係機関の代表者 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会議） 

第５条 戦略会議は、市長が招集する。 

２ 戦略会議の会長は、市長をもって充てる。 

３ 市長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意

見又は説明を求めることができる。 

参考 
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（専門部会） 

第６条 戦略会議に、特定の事項を調査研究するため、専門部会を置く。 

２ 専門部会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（庶務） 

第７条 戦略会議の庶務は、創造戦略部政策広報課において処理する。 

（委任） 

第８条 この規則に定めるもののほか、戦略会議の運営に関し必要な事項は、別に

定める。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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○あわら市地域ブランド戦略会議専門部会要綱 

令和２年３月27日 

告示第48号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、あわら市地域ブランド戦略会議規則（令和２年あわら市規則

第９号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき設置する専門部会

の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事項） 

第２条 専門部会は、あわら市地域ブランド戦略会議の付託に応じ、規則第２条に

掲げる事項について、調査研究を行うものとする。 

（組織） 

第３条 専門部会は、次の各号に掲げる専門部会に応じ、当該各号に定める数の部

会員で組織する。 

(1) ブランド専門部会 15人以内 

(2) 芦原温泉駅まちづくりデザイン部会 20人以内 

２ 部会員は、市民及び市職員のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。 

３ 市長は、前項に規定する者のほか、学識経験を有する者その他必要と認める者

を部会員に委嘱することができる。 

（任期） 

第４条 部会員の任期は、２年とする。ただし、補欠の部会員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 部会員は、再任されることができる。 

（庶務） 

第５条 専門部会の庶務は、創造戦略部政策広報課において処理する。 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、別に

定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

参考 


