
平成30年度第２回あわら市地域ブランド戦略会議 

 

日時 平成31年３月27日(水) 14:00～ 

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 協議事項 

（１） 平成30年度地域ブランド発信事業について（資料１、２） 

 

 

（２） ＪＲ芦原温泉駅周辺整備について（資料４） 

 

 

（３）あわら市観光振興戦略について（資料３） 

 

 

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 会　長 前　田　健　二

芦原温泉旅館協同組合 理事長 伊　藤　和　幸

花咲ふくい農業協同組合 代表監事 土　橋　登喜雄

(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 ブランド部会

(株)福井銀行芦原支店 支店長 長谷川　慎　治

あわら市地区区長会連絡協議会 副会長 立　尾　章　英

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 （敬称略）

芦原温泉駅まちづくりデザイン部会 部会長 笹　原　修　之

ブランド専門部会 部会長 五十嵐　　　平

オブザーバー （敬称略）

越　智　健　一

上　野　耕　平

事務局

あわら市総務部 部　長 笹　井　和　弥

あわら市経済産業部 部　長 後　藤　重　樹

あわら市土木部 部　長 小　嶋　範　久

課　長 武　田　正　彦

課長補佐 藤　田　由　紀

主　査 山　﨑　公　聖

あわら市経済産業部観光商工課 課長補佐 堀　江　紀　幸

課長補佐 山　本　紹　央

主　任 赤　神　貴　幸
あわら市土木部新幹線まちづくり課

あわら市総務部政策課

あわら市地域ブランド戦略会議委員名簿

㈱大広北陸 福井支社

㈱大広北陸 福井支社
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あわらむすびprojectとは、『人と人の結びつき』や

『ふるさとの味とおもてなしの心』をおむすびで表現し、福井県あわら市の

地域ブランドメッセージ「あぁ、あわら贅沢。」を推進する取り組みです。

http://awara-zeitaku.jp
→ あぁ、あわら贅沢。ブランドサイト

あわらぜいたく�����������������

あわら市へのアクセス／ から特急で約40分、車で約50分

■お問い合わせ…［あわら市総務部政策課］ 〒919-0692 福井県あわら市市姫三丁目1番1号  TEL.0776-73-8005

季節ごとの「あわら贅沢」な写真を募集中。ハッシュタグ「#あわら贅沢」

または「#awarazeitaku」と、コメントをつけて投稿しよう。

詳しくは https://www.instagram.com/awara.zeitaku/ まで。
写真コンテスト開催中!!
あわら市公式Instagram

�������
������

あわら市

福井県福井駅

JR芦原温泉駅

敦賀駅

米原駅

金沢駅

JR金沢駅 から北陸新幹線・特急で約3時間15分東京駅 から特急で約2時間大阪駅

あわらむすびprojectとは、『人と人の結びつき』や

『ふるさとの味とおもてなしの心』をおむすびで表現し、福井県あわら市の

地域ブランドメッセージ「あぁ、あわら贅沢。」を推進する取り組みです。
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あぁ、あわら贅沢。
都会にはない ぜいたく があるまち
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あわらぜいたく
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あなたが見つけた「都会にはないぜいたく」を感じる風景やモノ・人などの写真に、

ちょっとしたエピソードを添えてインスタグラムで投稿してください。

「あわら贅沢」な賞品を合計 66名様 にプレゼント!!
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■応募期間：2019年3月1日（金）～3月21日（木）

■応募資格：本利用規約に同意していただいた方

■当選発表

　・応募締め切り後、厳選なる審査の上、当選者を決定いたします。

　・当選された方には、Instagramのダイレクトメッセージにてお知らせいたします

　　ので公式アカウント（@awara.zeitaku）を必ずフォローしてください。

　・当選通知の発信は、3月22日（金）頃を予定しております。

　・審査内容についてのお問い合わせは受け付けておりません。

　・お使いの端末の通知設定（プッシュ通知）をオンにして下さい。

　・当選通知受信後、５日以内（3月27日（水）まで）に、ご連絡先、賞品お届け先等、

　　必要事項をご連絡ください。期限内にご連絡いただけない場合は、当選を無効

　　とさせていただきますのでご注意ください。※賞品の発送は日本国内に限ります。

　・当選の権利は当選者ご本人のみ有効です。当選譲渡・換金はできません。

※お一人様何回でもご応募いただけます。
※投稿の非公開設定をONにされている方は、参加対象外になりますのでご注意下さい。
※投稿された写真はInstagram@awara.zeitakuにリポスト投稿される場合があります。

#都会にはないぜいたくキャンペーン実行委員会

あわら市総務部政策課内「#都会にはないぜいたくキャンペーン実行委員会」
〒919-0692 福井県あわら市市姫三丁目1番1号 TEL.0776-73-8005（直通） E-mail seisaku@city.awara.lg.jp 

■利用規約：

※ご宿泊先とご利用プランは実行委員
　会指定とさせていただきます。

キャンペーンの
お問い合わせ

http://awara-zeitaku.jp/

「#都会にはないぜいたく」は、「#都会にはないぜいたくキャンペーン実行委員会」によって運営実施いたします。 本

キャンペーンに応募の方は、以下をよくお読みいただき、同意の上応募してください。

・本キャンペーンにハッシュタグ「#都会にはないぜいたく」を付けて応募された場合には、本規約に同意したものと

みなします。・応募にはInstagramアカウントが必要です。・当キャンペーンは、Facebook社・Instagramとは一切関係

ありません。・お使いいただいているパソコンの環境、また一部のスマートフォンではご参加いただけない場合がご

ざいます。・お電話やハガキ、封書でのご応募は受付けておりません。・万が一同意いただけない場合は応募を中止

してください。〈注意事項〉・ご投稿いただく写真は、応募者ご自身が撮影した写真に限ります。・投稿写真に応募者以

外の人物が写っている場合は、必ず事前に本人の了解を得た上で投稿してください。・一般の方が立ち入ることがで

きないような私有地や、撮影禁止場所などで撮影した写真の投稿はできません。・15歳未満の方は保護者の同意を

得た上でご応募ください。・応募者は、投稿写真について自らが投稿することについての適法な権利を有しているこ

と及び投稿写真が第三者の一切の権利を侵害していないことについて当実行委員会に対し表明し、保証するものと

します。・応募者は、本キャンペーンへの応募をもって、投稿写真その他の投稿内容を応募者の事前の承諾なく、あわ

ら市が管理するWebサイト、SNS、その他の広告媒体に転載し、または、複製、編集、加工（切り貼りすることや、他の素

材と組み合わせて使用する場合を含む）することを、無償で許諾するものとします。・賞品のネットオークション等へ

の出展や転売・換金は、固くお断りいたします。 〈禁止事項〉 本キャンペーンへの応募に際し、以下の行為を禁止しま

す。当実行委員会は、応募者が以下の行為を行ったと判断した場合は、投稿データの非掲載・掲載後削除等の対応を

とる場合がありますのでご了承ください。・本規約に違反する行為 ・本キャンペーンの運営を妨げる行為 ・他人に迷

惑、不利益、損害または不快感を与える行為 ・他人を誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為・他

人の著作権その他の知的財産権を侵害する行為・他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為・わい

せつ、児童ポルノ及び児童の性的搾取を助長するデータを投稿する行為・営利を目的とした情報提供、広告宣伝もし

くは勧誘行為・公序良俗に反する行為・法令に違反する行為 ・Instagramの利用規約に違反する行為 ・実行委員会が

本キャンペーンの趣旨に沿わないと判断する行為・その他、前各号に類する行為 

【個人情報の取り扱いについて】 ・本キャンペーンで取得した個人情報は、「あわら市個人情報保護条例」の規定に基づき、

適切に取り扱い、保護することに努めます。個人情報は、当選者への賞品の発送、諸連絡に使用する他、個人を特定しない

統計的情報に利用させていただくことがあります。・個人情報は、本キャンペーン業務の委託に必要な範囲で委託先に提

供する場合や、法令に基づき要求される場合を除き、応募者の事前の承諾なく第三者に提供することはありません。

応募方法

A賞 あわら温泉旅館宿泊券
５万円分

B賞

C賞

D賞

E賞

F賞

 1 名様

５名様

「あわら湯かけまつり」で
   やぐらからお湯をかける権利

金津創作の森  展覧会年間フリーパス

ミディトマト「越のルビー」収穫体験

いちほまれ甘酒（500ml /1本）

G賞 おばあちゃんの手作りかき餅

 10 名様

 10 名様

 10 名様

 15 名様

 15 名様

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

①Instagramアプリをインストールし公式アカウント@awara.zeitakuをフォロー。

②ご利用規約に同意の上、ハッシュタグ「#都会にはないぜいたく」をつけて写真とコメントを投稿。

③当選者への連絡はInstagramのダイレクトメッセージで届きます。
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平成31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。

事業内容

あわら贅沢さがし授業

都会にはない魅力を発信する
活動団体への補助金

おにぎりアクション2019

地域の担い手づくり

・「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

インスタグラム投稿キャンペーン

プロモーション動画の制作

子どもたちのふるさと愛の醸成

・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

５



page.2事業計画

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
2019参加

市役所1F
あわら贅沢スペースを
活動発信拠点に

ふるさとに対する自信と誇りの醸成・あわら市を大好きになる

あわら贅沢さがし授業
スタート

あわら贅沢サイト誘導+あわら市Instaフォロワー獲得＋あわらの魅せる化・あわらファンの獲得
Instagram
「#都会にはないぜいた
く」投稿キャンペーン

地域の担い手づくり・地域の宝の伝承
都会にはない魅力を発
信する活動団体補助
金申請募集

日々の活動の披露

あわらの魅せる化・あわらファンの獲得
あわら市プロモーション動
画制作

あわら市プロモーション
動画制作業務プロ
ポーザル実施

知名度の向上

１

２

３

４

５



●知名度の向上

 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

 事業１ おにぎりアクション2019 予算額 1,688,000

 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。キャンペーン初日には、東京都で記者発表会が行われる。
・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。
・TABLE FOR TWOがおにぎりアクションのイベントを開催（H30は、全国５カ所のイオンモールで日
産セレナとのイベントを開催。あわら市は、イオンモール京都桂川で２日間それぞれ500個のおにぎ
りを配付。）
・「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。
・政策課でおにぎりの写真を募集し、まとめて投稿。

 事業の様子

 事業２ インスタグラム投稿キャンペーン 予算額 2,000,000

 目的
新しい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、様々な投稿キャンペーンを実施。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。

 事業の様子

記者発表会 イオンモール京都桂川

インスタグラムトップ 芦湯での楽しそうな様子をアップ



●知名度の向上

 目的 動画を使ったあわら市の魅力発信

 事業３ あわら市プロモーション動画制作 予算額 5,400,000

 内容

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。

【コンセプト】
温泉や自然、歴史、文化、食といった「あわらの魅力」を発信するプロモーション動画を制作する。ま
た、制作した動画は、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
で活用できるものとし、視聴者に「行ってみたいまち、住みたくなるまちあわら」を印象付ける。

【公募型プロポーザルに関する手続き（予定）】
・手続き開始の公告　平成31年４月８日（月）
・募集要領等の配布　平成31年４月８日（月）～５月10日（金）
・質問受付　平成31年４月22日（月）～５月７日（火）
・参加表明書類等受付　平成31年５月７日（火）～５月10日（金）
・企画提案書等受付　平成31年５月10日（金）～５月17日（金）
・提案内容審査（プレゼンテーション等）　平成31年５月23日（木）
・審査結果通知書交付　平成31年５月30日（木）

事業の様子

例 園児たちのお花見の様子 例 金津祭の様子



●郷土への愛着

 事業４ あわら贅沢さがし授業 予算額

 目的 子どもたちのふるさと愛の醸成

312,000

 目的 地域の担い手づくり

 内容

地域資源のブランド化を図るため、資源の磨き上げにつながる団体活動に対し補助を行う。

【補助事業者】
市内に活動拠点を置く団体で次の要件を満たすもの
・構成員（会員）が原則として10名以上であること
・補助申請の時点で、設立後３年以上経過していること
・営利を目的とせず、明確な会計経理を実施し、報告ができること
・特定の政治団体、宗教団体、企業に属していないこと

【補助対象経費】
地域の誇りや宝など、あわら市内の資源を磨き上げ、その魅力を発信する活動のうち、公益性が高
く補助することが適当であると認められるもの。

 事業の様子

 内容

・子どもたちに、自分たちの暮らす地域の「宝」を知ってもらうことで、ふるさとに対する自信と誇りを
醸成し、あわら市をもっと大好きになってもらう。
・あわら市の学校教育は、「ふるさとあわらに誇りと愛着を持ち、生きる力を育む教育」を基本理念と
している。その基本理念の下、現在、各小中学校では「ふるさと教育」が行われている。しかしなが
ら、授業を行う先生方の負担が大きいことから、全ての学校で実施されていないのが現状。
・「ふるさと教育」と「あわら贅沢さがし授業」の目指すところは同じで、先生方が苦労されているので
あれば、その負担を少しでも軽減するなど、何かしらサポートしたい。

 事業の様子

 事業５ 都会にはない魅力を発信する活動団体への補助金 予算額 600,000

児童たちの発表の様子 部会員のサポートの様子

例 多賀谷左近の墓 例 製鉄実演


