第 ７次総 合計 画策定 に向 けた
地区別 ワークショップ （ 湊地区 ） 議事要旨
【 日時】

平成 27 年７ 月８日 （水 ）19： 00～ 21： 00

【 場所】

湊 公民館 会議 室・視 聴覚 室

【 参加者 】６ 名
【 ファシ リテ ーター （進 行役 ）】㈱ 日本経 済研 究所

２名

【 事務局 】企 画調整 課職 員２名
【 配付資 料】
・ 地区別 ワー クショ ップ （湊地 区） 次第
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・ 資料２

地 区別ワ ーク ショッ プ資 料

・ 資料３

地 区別ワ ーク ショッ プ資 料（湊 地区 ＷＳ） 猪苗 代湖周 辺地 域

会 津若 松市

全体 資料

テ ーマ：「地 域ブラ ンド の創出 」
【 議事】
1． 開 会（市 企画 調整課 ）
2． 配 布資料 説明
① 新 総合計 画に ついて （市 企画調 整課 ）
地 区別ワ ーク ショッ プで は、地区ご とにテ ーマ を設定 し、話 し合いを する。地域
の 方から 出さ れたア イデ アを新 総合 計画に 盛り 込みた いと 考えて いる 。
② 会 津若松 市・ 地区別 の概 況、「地域 ブラン ドの 創出」 につ いて解 説（ 日本経 済研 究
所）
3． ワ ークシ ョッ プ（進 行役 ）
①

第1部

ま ちの良 いと ころ

・自 己紹 介
・わ がま ち（湊 地区 ）の良 いと ころを ポス トイッ トに 記入（ 作業 ）（ 別紙参 照）
・記 入し た内容 を各 自グル ープ 内で発 表
・グ ルー ピング して キーワ ード を設定
≪ キー ワード ≫
猪苗 代湖、 磐梯 山、背 あぶ り山、 雪、 動植物 、四 季、田 畑
水、 野菜、 米、 空気、 そば 、もち 、ど ぶろく
関白 平、豊 臣秀 吉、源 義家 、物部 守屋 、遺跡 、板 碑、民 話
素朴 で純粋 な子 供達、 人情 深い、 連帯 感
②

第2部

キャ ッチフ レー ズの作 成

・ わがま ち（ 湊地区 ）の 良いと ころ ・特徴 的な ところ を踏 まえて 「ま ちのキャッ
チ フレー ズ」や 「
、 まちの 特徴を 活か した農 産品・商 品など のキャ ッチ フレーズ」
を ポスト イッ トに記 入（ 作業）
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・ グルー プ内 での発 表
≪キャ ッチ フレー ズ≫
「磐梯 山も 猪苗代 湖も 一番よ く見 えるみ なと 」、
「 猪苗代 湖と 磐梯山 のす ばらし い眺 望」
第3部

など

キ ャッチ フレ ーズを 踏ま え、地 域ブ ランド 創出 、売り 出し 方を協 議

≪ 手法案 ≫
・ 磐梯山 と猪 苗代湖 の眺 望は唯 一無 二。湊 のＰ Ｒをす る際 、必ず 「猪 苗代湖と磐
梯 山の美 しく 見える 町、 湊」の よう に同じ フレ ーズを 使う 。
・ 温泉を 掘る 、酒米 を植 えて酒 を造 る（既 にツ アー有 ）な どの体 験を 売る。
・ 宿泊と 食事 （豆腐 餅、 そば、 野菜 天ぷら …） を絡め たツ アーを 作る 。
・スポ ーツを するの に適 した気 候な ので、レク レーシ ョン 公園を もっ と活用する。
・ 子ども たち の受け 入れ 。
・ 雪の活 用。
・ 本格的 サイ クリン グコ ース、 ウォ ーキン グコ ースを 作る 。
・ 田舎レ スト ランを 作る 。
・ トライ アス ロン、 マラ ソン大 会な ど（既 にあ るが、 湊地 区は発 着地 でない 。）
・ 先行事 例を 作る。
≪ 課題≫
・ 湊地区 には 、自然 、食 、歴史 、人 情があ り、 よいと ころ がたく さん あるが、他
の 土地に も自 然や食 べ物 など似 たよ うなも のが ある。 何か １つの 商品で売り込
ん でいく のは 難しい 。か つては 首都 圏の物 産展 などに 出店 したこ ともあるが、
外 に売り 込み に行く より も、湊 地区 に来て もら ったほ うが よさを 実感してもら
え ると思 う。
・ 地域の 良さ は、地 元で 生活す る者 には、 当た り前す ぎて 認識で きな い。
・ グリー ンツ ーリズ ムに 取り組 んで いるが 、下 火にな って しまっ た。 無償でサー
ビ スをし てし まうと 、１ 、２年 は良 いが、 継続 できな い。 メリッ トが 必要。
・ 地域に お金 が落ち る仕 組みが 必要
・ 地域内 に、 宿泊施 設が 少ない 。
・ 地域活 性化 には、 地域 の人の 協力 なしに は何 もでき ない 。湊地 区で は、公民館
だ よりで のＰ Ｒや、 たけ のこ山 の取 組など を実 施して おり 、土台 は出来つつあ
る が、よ り一 層の地 域内 でのＰ Ｒが 必要。
・ 分散し て暮 らすお 年寄 りの理 解が 必要。
・ 若者は 、連 帯感は ある が、組 織を 好まな い傾 向にあ る。 会津で は年 功序列がは
っ きりし てい るため 、高 齢の方 が一 喝する と、若者 が発言 できな いこ ともある。
地 域ブラ ンド を作っ てい く上で 課題 である 。
⇒

グル ープ に日本 経済 研究所 職員 、市職 員が 入り、 進行 支援を 実施 した。

⇒

１チ ーム での議 論で あった ため 、次第 の内 容を変 更し 、キャ ッチ フレーズの
選 定及び グル ープ発 表に 代えて 、地 域ブラ ンド の創出 や具 体的な 売り出し方に
つ いて協 議し た。
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④

全体 講評 （進行 役）
⇒

湊地 区に は、売 り出 すこと ので きる資 源が 豊富に ある ことが 確認 できた。ま

た 、会津 若松 市内の 他の 地域と は異 なる特 徴が あるこ とも 確認で きた 。地域内に
あ る資源 （個 々の歴 史・ 文化、 自然 、商品 、住 民の特 性等 ）は独 自性 があり、素
晴 らしい もの が多く ある が、そ れぞ れの持 つイ ンパク トは 、市内 外の 他地域と比
べ 、特に 大き なもの では ないと 感じ られる 。よ って、 地域 ブラン ドを 創出してい
く ために は、 １つの 商品 などで 勝負 すると いう よりは 、総 合力で 売り 込むと良い
の ではな いか 。また 、地 域外に ＰＲ する方 法と しては 、外 に（単 品を ）売り込み
に 行くよ りも 、外か ら来 てもら って 方がよ さそ うであ る。 そのた めに は、ホーム
ペ ージの 改善 など、 地域 外の人 に、 地域の 売り をイン パク トある 形で 伝えられる
情 報発信 方法 の工夫 も必 要だろ うし 、議論 の中 でも出 てい たよう に、 受入体制の
整 備、地 元の 理解促 進・ 共通認 識の 醸成が 重要 であろ う。 湊地区 では 、地区活性
化 協議会 が組 織され 、地 区で地 域ブ ランド を創 出して いく 土壌が ある 。ぜひ継続
し て地域 活性 化に取 り組 んでい ただ きたい 。
4． 事 務連絡 （市 企画調 整課 ）
5． 閉 会（市 企画 調整課 ）
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（ 別紙）
ま ちの良 いと ころ

キ ャッチ フレ ーズ
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