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１ 目 的 

  人口減少、少子高齢化の進展により、地方経済を取り巻く状況は厳しさを

増すとともに地域間競争も激しさを増している。そんな中、地域資源そのも

のを活用する観光業、地場産品の 6 次産業化等は、まさに地域の力が直結す

る地域の総合産業であり、持続可能な地域経済の構築のためにも、そのさら

なる発展は各自治体にとって最重要テーマといえる。 
  また、平成 27 年 4 月から 6 月には、JR 東日本による福島県を開催地とし

たデスティネーションキャンペーン（JR と地元の観光関係者や自治体が一体

となって展開する大型観光キャンペーン）が行われる予定であり、この機会

により観光物産振興に力を入れようという福島県内の自治体は多いと思われ

る。 
  以上のことから、ふくしま自治研修センター政策支援部では、県内自治体

が観光物産 PR 活動を行う際の参考にしてもらうため、活動のポイントを整理

し情報提供することとした。 
  なお、PR の対象は本来、観光物産関連の業界向けと一般消費者向けと 2 つ

の側面があるが、本稿では便宜上、一般消費者向けのみにスポットを当てて

いることを申し添えておきたい。 
 

２ 手 法 

  各パートごとに以下の手法を使い分けながら、当座、観光物産 PR 活動に必

要と思われる情報をまとめた。 
 
（１）ヒアリング調査 

  現在・過去に観光物産 PR 活動に携わった自治体職員、団体職員等や観光物

産振興の専門家等からのヒアリング調査 
 
（２）専門家等の講演 

観光物産振興の専門家等の講演からの情報収集 
 

（３）文献調査 

観光物産振興の専門家等の文献調査 
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３ 注意点 

  本来、自治体が観光物産 PR 活動を行う前段階として、地域の観光物産資源

を見つけ出し、それをどう活用しどう商品化するか、あるいはどう見せるか

という作業が必要である（以下の図の①②。巻末の（参考）参照）。 
 
＜一般的な観光物産資源発見から商品販売までの大まかな流れ＞ 
①地域の観光物産資源の発見 

↓ 
②地域資源活用方法の決定・商品開発 
   ↓ 
③PR 活動・商品販売 

 
   しかしながら、この作業については、様々な方法が考えられ、時間もかか

ることから、本稿では現時点で保有する地域資源を活用した PR 活動・商品

販売に関する技術的なノウハウ情報の提供に力点を置いた（第4 章、第5 章）。 
  また、本稿はあくまで観光物産 PR 活動を行う際に特に頭に入れておくべき

共通のポイントとなる点を中心に記載しており、PR 活動の 1 から 10 までひ

とつひとつ解説するような内容ではない点に留意されたい。 
  観光物産 PR 活動は、いつの時期に、何を目的に、どんな手法で、誰をター

ゲットに、観光 PR もしくは物産 PR あるいはその両方を行うのか等によって

も戦略は変わってくるので、その都度ケースバイケースで関係者どうしが効

果的な内容を考えていく必要がある。 
  なお、本稿には観光物産振興の担当者にとって、知っていて当然という内

容も数多く含まれている。それでもいくつかの点で本稿によって新たな気づ

きが見つかるのではないかと期待するものである。 
  おって、通読する時間的余裕がない場合の本稿の使い方として、実際の観

光物産 PR 活動に望む前に、目次を参照しながら第 4 章の興味深い箇所のみ

ざっと目を通すという方法をお薦めしたい。 
最後に、本稿では「お客様」の呼称を便宜上、単に「客」と表記するが、

PR 活動を行う際に、お客様への心構えとして、常に感謝の気持ちを持って接

客することが重要であることを明記しておきたい。 
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４ 効果的なＰＲの仕方について 

（１）市場調査・分析 

 自治体が効果的な観光物産 PR 活動を行うにあたっては、まず民間同様狭義の

マーケティング（市場調査・分析）が必要であろう。本来は各業界ごと各企業

が行うのが筋ではあろうが、常設店は当然のこととして、自治体の観光物産 PR
イベント時にもどんな商品を持っていけば売れ、あるいは PR 効果が高いのか、

自治体や商工会議所（商工会）等が市場ニーズを把握しておくことは重要であ

る。 

 もちろんその「結果」をみても自治体や商工会議所（商工会）等が直接対応

できない場合も多々あろうし、市場が求めているニーズが個別業界や個別企業

に集中したらどうするのかという考えもあろう。しかし「戦略」を考える際に

市場の声を把握しておくことは大きな意味がある。 

ちなみに市場調査の手法には、アンケート調査、聞き取り調査、現場での観

察調査（視察）、経験者からの情報収集などがある（これらは文字どおりであ

り、詳細な説明は省略する）。 

 市場調査の手法の中でも、とりわけ数週間～数ヶ月程度以上、一定期間同じ

場所で PR 活動を行うような場合は初期の段階でアンケート調査を行うべきで

ある。1日～2日出展すればすぐに売れるモノ、売れないモノ、必要な観光情報

などは経験として分かるとは思うが、当日持ってきていない商品類や聞こえな

かった客の声の中に実は大きなニーズが潜んでいる可能性があるからである。

もちろん初期段階のアンケート調査によるニーズには速やかに対応したい。 

 なお、アンケート調査や聞き取り調査をする場合は、答えてもらった人への

お礼も必要である。郵送で回答してもらった人の中から○名に地元名産品をプ

レゼントするとか、聞き取り調査に答えてもらった人にその場で地元の民芸品

（小物）や農産物を一つ二つプレゼントすれば、回答率向上と PR の一石二鳥と

なる。 

 おって、分析については、属性によってクロス集計をかけるのが効果的であ

り、それによって特定の場所での効果的な PR 手法が浮かび上がってくるだろ

う。 

以上、当たり前すぎることではあるが、定期的にきちんと市場調査・分析を

行うことをお薦めしたい。どこで PR 活動を行うにしても活動方針の基軸が一つ

できればそれを違う場所で応用することも可能だからである。 

  

（２）PRの体制 

①既存の体制にひとひねりを 
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 県内の自治体等が自地域内ばかりか域外や首都圏などで観光物産 PR イベン

トを開催する際の体制については、もちろん、開催場所やイベントの趣旨等に

もよるので一概には言えないが、一般に、自治体職員、商工会議所（商工会）

職員、JA 職員、キャンペーンクルー、地元ゆるキャラ等が一同に会して PR
していることが多い。これ自体が悪いわけでは全くないが、もうひとひねりあ

るとなお PR 効果が高まるであろう。 

 第一に、開催場所等にもよるし、その人の人柄にもよるが、できれば生産者

もしくは加工者本人にイベントに来てもらって、いかに安全で美味しい商品

か、あるいはいかに機能的で珍しい商品かなどを PR してもらえばなお良い。

本人にとっても消費者の生の声を聞くことのできる絶好の機会でもあるから

だ。 

 第二に、後述の「とっておきの PR の仕方」のところでも記載するが、地元

出身の有名人本人あるいはその関係者が、サプライズで PR していたりすると、

PR 効果が高まる。 

 第三に、やはり PR には元気な若者の力を借りたい。地元から連れてくるだ

けでなく、県人会や大学などとのコネクションを活用して、地元出身で首都圏

等に出てきている若者を、基本的にボランティアで協力してもらうという方法

がある。また、修学旅行で首都圏にきた地元の小中学生に地元について学んで

もらいつつ PR を体験してもらうという方法もある。 

 第四に、県人会会員や地元に立地する企業等の協力を得たり、出展先自治体

などとコラボレーションするという方法がある。ポイントとして、前者はとも

すると「遊んでいる人」が出かねないので、参加者全員にきちんと仕事を分配

したい。後者については、もし出展先自治体と何らかのつながり（歴史的なつ

ながり、有名人つながり、友好都市等）があるなら、それを全面的に表に出し

て PR するとより効果的になる（例えば、あるヒーローの生みの親の出身地の

自治体と成人以降の居住地の自治体とがコラボして後者の自治体で PR イベン

トを行う等）。 

 

②日本型 DMO（Destination Management/Marketing Organization） 

新たな観光地域づくりの体制の潮流として、欧州諸国で主にインバウンド観

光（自国への外国人観光）に大きな役割を果たしている DMO（観光地域づく

りプラットホーム）の日本型を模索する動きがある。一般財団法人地域活性化

センター「インバウンド観光施策の現状と課題」調査研究報告書（2014.3）に

よると、「日本型 DMO とは、観光地間のグローバル競争下でも勝ち残れるマ

ーケティング戦略や品質向上のために、既存の観光協会、商工会、旅館組合な

どの様々な団体を総合的に取りまとめ、行政とも連携を取りながら新たに市場
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を創造する地域のマネージメント組織である」という。 

 さらに、「地域ビジネスとして発展するインバウンド観光」（2013.3 (株)、

日本政策投資銀行、(株)日本経済研究所）によると、「我が国では地域におけ

る観光産業を振興する主体としては、都道府県／市町村単位で設置される観光

協会、商工会、温泉地における温泉旅館組合等が存在するが、一般にこうした

団体の多くは主としてデスティネーション（目的地・行き先）にかかる情報発

信・提供を行うに止まり、プランニングやマーケティング、地域の関係者間の

利害調整といった役割までは有していない点、DMO とは大きく異なる。また、

旅行会社は、訪日旅行商品の企画、販売、アレンジ等を行うが、ある特定の地

域を基盤とした観光振興を担っている訳ではなく、あくまでも収益事業である

という点で、DMO とは性格が異なる。」という。 

 日本型 DMO の具体的な活動イメージとしては、日本政策投資銀行 小林賢

行氏によると、ア）発地側と着地側双方のニーズを踏まえた市場創造（プロモ

ーションや新たな観光旅行商品の造成など）、イ）観光旅行商品について BtoC

市場で販売、ウ）地域内の公平性を乗り越え地域全体のパイを広げることを主

眼とし、メリハリを付け魅力ある観光資源を提供、エ）地域の観光関連事業者

の受け入れ環境整備をサポートし、観光品質の向上を促進、ということである。 

  

 

 出所：観光庁ホームページ 
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つまりは DMO という地域の民間組織（欧州では約半分が非営利の官民連携

組織(PPP)とのこと）がインバウンド観光について、自治体等と連携しながら

マーケティング、広域観光の時の関係者間の調整、旅行商品の開発・販売等々

までワンストップで対応するということであり、もちろんそこには PR活動主体

としての役割も入る。今後は目的をインバウンドに限らず地域でこのような組

織を構築し観光地域づくりをリードしていく必要があるだろう。 

 

（３）客の呼び込み方法 

 特にイベント時には「一見さん」（新たな顧客）に寄っていってもらう方法

として職員が店頭に立って声を出して呼び込みをすることがまずは重要であ

る。声を出さないと客が気付かずブース等を通り過ぎてしまい、販売・PR の

機会を失う可能性があるからである。 

 話す中身については、例えば以下のようなものが考えられる。 

 

○基本形として→「福島県■■まちです。いらっしゃいませ。ご覧くださいま

せ。」 

○その季節の旬の商品を試食販売する場合→「福島県■■まちです。今が旬の

■■お持ちしました。ご試食いかがですか。」 

○試供品の無料提供を行っている場合→「福島県■■まちです。ただいま■■

を無料でお配りしております。お寄りくださいませ。」 

 

 上記の例のように客に基本情報を伝えるのには３センテンス程度がちょう

どよい。それ以上だと客が通り過ぎてしまうし、職員の負担も大きい。 

忙しい場合などは「福島県■■まちです。いらっしゃいませ。」もしくは単

に「いらっしゃいませ。」を連呼してもよいかもしれない。客が立ち止まって

こちらに興味を示してもらった場合のみ「今が旬の■■お持ちしました。ご試

食いかがですか。」とやってもよい。試食がある場合は、声かけに併せて試食

品をさりげなく差し出しブースに興味を持ってもらうようにすると効果的で

あろう。 

 なお、呼び込み時には以下の点を注意点したい。 

第一に、あくまでイベントが許された施設やスペースの中でのみ呼び込みを

行うようにしたい。歩道まではみ出して PR したりするのはルール違反（道路

使用許可が必要）である。 

 第二に、客への試供品や試食の押しつけのような行動は PR の逆効果になる

ことを理解しておきたい。 
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 第三に、無愛想で機械的に試供品や試食を手渡すような行動も逆効果になり

かねない。■■まちの代表との気持ちで、おもてなしの心を持って、明るく元

気に呼び込みを行いたい。 

第四に、呼び込みを続けるとテンションが上がり「持ってけ泥棒」的なサー

ビスをしてしまうケースもみられるが、回りの人間が制止するなどして冷静に

対応したい。 

第五に、熱意はわかるが、声を出しすぎたり、ずっとやり続けたりすると、

文字どおりその日のみで燃え尽きてしまいかねない。マイペースで過度に頑張

り過ぎないで、他の職員と交替しながら行いたい。 

 

（４）接客時の心構え 

 観光物産 PR 活動を行ううえで重要なポイントは「客の側にたったホスピタ

リティ」「熱意を持って取り組む」「自然体で接する」である。ただし、接客

は人と人とのコミュニケーションの問題なので、最終的には接客する人の人柄

に行き着いてしまうところがあるものである。 

 

①お客さんの側にたったホスピタリティ 

 まず、対人サービスを行う際の第一歩は接客マナーであることはいうまでも

ない。最低限、服装などの身だしなみや言動には注意したい。これは観光物産

PR 活動でも同じである。 

 そこに対症療法的な気配りだけでなく、感謝の気持ちを持ちつつ、自分の大

切な人に接するときのように心を込めて接し、客が求めるものを超える一歩踏

み込んだサービスが提供できれば「最高のおもてなし」ということになる。 

 この「客が求めるものを超える一歩踏み込んだサービス」は、自分が消費者

の側だったら何が一番感動するかと深く考えることからはじまる。PR 対象に

よって異なるが、費用対効果も含め参加者全員でそれを議論し、準備できるも

のは準備したうえで臨めばより効果的な PR 活動になるのは間違いない。 

 

②熱意を持って取り組む 

 客も人の子である。一生懸命声を張り上げ、汗をかいて PR 活動を行ってい

る人を応援したくなるのは当然である。職員が頑張っているのが目に見える形

で客に訴えかけることが重要である。 

 ただ、耳障りなくらい声を張り上げたり、頑張りすぎて見た目で疲れ切った

姿で PR し続けるのもマイナスイメージになることがあるので注意したい。と

はいえ、商品を並べてさえ置けば売れる、まちを PR できる、ということは絶

対にない。全くやらないよりは過度にやったほうが回りの人間が制御すれば良
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いだけの話なので、イベント等に出展するような場合は、どうすれば自分達の

まちの産品や観光地が効果的に PR できるのか事前に考えたうえで戦略的に取

り組みたい。 

 

③自然体で接する 

 基本的に観光客はその土地の住民と同じ空間、同じ時間を共有するために訪

れるものである。したがって県外等で観光物産 PR 活動を行う際にも、着飾ら

ず地元の言葉、普段の格好で PR すればよい。 

 ここで注意しなければならないのは、ケースバイケースではあるが、着飾る

必要はないが、清潔感のある身なりで PR することである。例えば東京の一等

地で泥のついた作業着姿で PR した場合、注目は集めるだろうし、面白いと思

う人もいるだろうが、マイナスイメージを持つ人も少なくないだろう。 

 また、生産者に直接 PR してもらったほうが本人のためでもあるのだが、ど

うしても接客が苦手な人あるいは不向きな人もいるので、強要は避けるべきで

ある。 

自然体が良いとはいっても、最低限の接客マナーは必要である。 

 

（５）店舗管理 

①コンセプトを持った店づくり 

常設店でもイベント時の仮設店舗でも PR 活動を行うときは当該自治体の特

徴やイメージを全面に押し出したコンセプトを持った店づくりを行いたい。こ

の店、あるいはこの自治体は何を PR したいのかを関係者全員で話し合い、明

確にすることで店の装飾や商品の見せ方にまでこだわりが出てくるものであ

る。 

例えば、常設店であれば、当該自治体の旗、花、鳥、木、特産品等々により

まちの色やイメージが湧くはずであり、それと統一感が出るようにすることが

重要である。 

また、例えば、イベントで夏にきゅうりをメインに PR したいのであれば、

氷を入れたタライにきゅうりを入れ店頭にディスプレイすることで一押し商

品ということを PR するとともに、緑をメインにした装飾で統一感をはかると

いうやり方もある。 

 

②販売員研修 

ア）接客時の基本ルール 

 常設店でもイベント時の仮設店舗でも PR 活動を行うときは事前に関係者全

員で集まって接客時の基本的なルールは確認しておきたい。特に以下の点に気
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をつけたい。 

○だらしない服装での接客は不可 
○私服で接客する場合は、上着に当該自治体等の法被等を羽織ることで印象が

変わる（ただし、職員の服装を当該自治体やイベントのためのＴシャツ等で参

加者全員が統一するような場合は、ジーパンにＴシャツでも良い場合もある） 
○客の都合を優先すること（例えば、品出し等の作業中でも客がレジ前に並ん

でいたらそちらを優先する） 
○商品がどこにあるか分からないときは、自らが動いて担当者に確認すること

（客任せにしない） 
○当日、客が要望する商品がない場合でも、別に売っている場所や問い合わせ

先等を正確に伝えること 
○商特産品や観光名所等に関し客を待たせるときは時間があるかどうか確認

すること。すぐに返答できない場合は、連絡先を聞いて、速やかに聞かれた情

報を連絡すること 
○客の勤務先、家族構成、学歴、趣味等々のプライバシーには基本的に立ち入

らないこと 
○話しかけても無言の客には、いったん離れて様子見しつつ客の雰囲気に応じ

て再度声かけすること 
○過度に話好きの客であっても邪魔にしたりはせず、もし仕事に支障が出るよ

うなときは、他の職員に途中で入ってきてもらうなどの対応を行うこと 
○品位を下げるような言動は慎む（例えば、他店の悪口をいう、何でもいいか

ら早く買ってくれというような態度をとる等々）こと 
○子連れの客に対しては、手の空いてる職員がいるような場合は、可能な限り

子どもを見てあげると客が集中して商品をみやすくなる 
○複数の客から一度に声をかけられた時は基本的に最初に声をかけられた方

から対応し、もう一方の客は他の職員に引き継ぐべき。ただ、ごく簡単な質問

等の場合は、最初の客に断りを入れたうえで対応することもあり得る。いずれ

にしても待たされるほうの客の気持ちを考え迅速に対応すること 
○冷やかしだと思ったらすぐに態度を変えたり、客にぴったりと付いて回った

り、客がいるところでコソコソ話をしたりするようなことは行わないこと 
○客が商品を壊してしまった場合は、まずは客にケガがないかどうかを確認す

ること（商品の弁償については次の段階） 
○接客中に電話が鳴り続けた場合、別の職員に出てもらうのが基本だが、誰も

いない場合は客に断りを入れたうえで出て、後でかけ直す旨伝えること 
○年配の客が来店したら、状況に応じ、「何かお手伝いすることはありますか」

という旨の声かけを行いたい。また、できるだけ大きな声でゆっくり話をする
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とともに、気軽に「おじいちゃん」、「おばあちゃん」とは呼ばないこと 
○休憩時間であっても客は見ているので、自覚ある行動を取ること 
○客が店を出るときは、たとえ接客しなかった客の場合でも退出された方を向

いて「ありがとうございました」とお辞儀をすること 
○客が他にも商品を持っている場合、大きめの紙袋等を用意する等の配慮も必

要 
○職員は客の通行を妨げない位置に立つこと 
○試食や商品が散らかっていたらすぐ整理すること 
○目につく場所に在庫を置かないこと 
 

イ）商品説明 

商品説明に際しては、職員が商品や観光メニューを実際に試食、体験して、

自分の言葉で語れるようにしておくことが何より大切となる。また、商品の中

身を知っていても、接客のタイミングで伝えられなければ何にもならないので、

伝え方も練習しておくことが必要である。 

 例えば、この商品をワンフレーズで言ったら何か？「いかにんじん」→「福

島の松前漬」など。 

 また、他自治体（例えば、姉妹都市や防災協定締結都市）等の名産品を販売

したりすることもあり得るが、その場合も、自分で試食したうえで商品の説明

ができるようにしておきたい。 

 

ウ）クレーム対応 

PR 活動をしていてクレームを受けることがある。この基本的な対応について、

株式会社インソース（研修受託会社）によると、以下のような手順で進めると

良いという。 

Ⅰ）心情理解・お詫び 

・「不快な思いをさせたこと」に対してまずお詫びをする 

・相手の「心情を理解」し話を「聴く」、そして「気持ちを静める」 

・迅速に対応することが基本 

・第一印象が重要、最初の３分が勝負 

・接遇など環境作りも不可欠 

・あいづち、クッション言葉、間の取り方を的確に使いこなす 

・表情、視線、態度に加え服装、髪型などの身なりも大切 

Ⅱ）原因・事実確認 

・クレーム解決に必要な事実を集め、整理して、記録する 

・適切な質問で事実を固めていく（聞くスキルを磨く） 
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・業務知識、常識も不可欠  

Ⅲ）代替案・解決策の提示 

・組織の論理を持ち込むな 

・解決案は６Ｗ３Ｈの枠組みで考える 

・なぜ？ 何を？どうする？ 誰が？いつまでに？どこで？ 

・書面を出す際は、一般常識で考えて書き、職場内の確認を取ること 

Ⅳ）再度のお詫び感謝 

・相手に非がない場合は「お詫びと感謝」を 

・クレームは組織で共有し、次の活動に活かす 

・クレームを活かして、「最高のサービス」ないし「商品」の提供を追求 

 

③店構え 

ア）入りやすく見やすい店であること 

 特に常設店の場合、客が入りやすく商品を選びやすい雰囲気をつくっておく

ことが重要になることから、特に以下の点に気をつけたい。 

○ドアを開けておくとともに、外から店舗内が見えるようにしておく 

○入り口付近に目を引くものを置いておくとともに、入り口周辺を整理整頓し

ておく 

○客にとって分かりやすい動線をつくっておく 

○通路は少なくとも車いすの方でも通れる幅を確保する 

○客の動きをじっと見たりしないで、スタッフが自然に働いている 

○客が店内にいるときはもちろん、いないときでもスタッフがおしゃべりや携

帯電話に夢中になっているような状況は避ける 

 

（広く分かりやすい動線） 

 
イ）目立つ店であること 

 常設店にしてもイベント時にしても、特に「一見さん」を呼び込むため上記



16 
 

ア）に加え、目立つ店であることが重要となるので、特に以下の点に気をつけ

たい。 

○必ず目立つ場所にどの自治体からの出店であるか分かるよう、自治体名等を

記したのぼり、ポスター、旗等を掲示する 

○店の外観には、まちの象徴あるいは一押しの物産・花・キャラクター・人物

等があればそれを全面に押し出すことも効果的。例えば、イベントや季節ごと

にそれらをポスターやシールなどにしてショーウィンドウやドアに貼り付け

てアピールすることも効果的 

○例えば、首都圏で PR 活動を行う場合、田舎の美しい自然を写真、ポスター

等で撮影したものを掲示するとおやっと目に付く。その際には特に季節ごとの

旬の「色合い」にも注意したい。また、できれば店本体だけでなくそこで働く

職員の服装も同様に季節ごとの旬の「色合い」に気をつけたい 

○店の外観を派手な色づかい、装飾にする方法も、ケースバイケースではある

が特に若者を集めるようなイベント時には効果的である 

 

（色合いを統一した季節のウィンドウディスプレイ） 

 
 

④建物のつくりによって職員の配置を考える 

 建物内で物販等を行う場合、建物のつくりによって職員の配置を考えた方が

よい。 

 例えば、間口が広く奥行きの狭いようなつくりの建物の場合、どうしても間

口が広いほう向きに商品を並べざるを得ないと思うが、その場合、職員も全員

同じ方向を向いて接客すると、客の側からすると、入るときに職員全員の視線

が集まるような気がして落ち着いて商品を見ることができない。同様に、全体

的に狭い店舗に職員を多く配置する場合も、職員に監視されているようで落ち

着かない。 

 何坪に何人の職員配置が適正であるとは一概には言えないが、一度、客の立
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場になってどういう職員の配置なら落ち着いて商品を見ることができるか、職

員同士で議論するとよい。戦略的に職員を減らすということもまた大事なこと

である。 

 

⑤営業日、開店・閉店時間の遵守 

 店舗管理の基本中の基本であるが、特に常設店で営業日や開店・閉店時間を

HP 等に表示している場合は、原則としてその時間中はきちんと営業しなけれ

ばならない。客はその情報を信頼して足を運んでくれるのだから、このあたり

がルーズになると店の信用問題になりかねない。 

物流事情等により一部商品が届かない場合も考えられるが、その場合はその

旨を店内に表示した上でその他の商品販売を行うべきである。 

 どうしても急に店が開けられない事情が発生した場合は、可能な限り速やか

にその情報を HP等にアップしたり、店頭に張り紙をするなどして対応したい。 

 いずれにしても店を開けられなかった理由を正直に公開したうえで謝罪す

る等の真摯な対応を速やかに行わなくてはならない。 

 

（６）店舗立地やイベント開催場所の考え方 

①常設店舗の立地場所 

 常設店舗の立地場所については、首都圏であっても地方であっても人が集ま

り客にとって便利な場所に立地するべきなのは当然である。 

 首都圏の場合、人が集積する場所には空き物件がないか、あっても家賃が高

額だったり何かしらの課題等を抱える物件である可能性が高い。立地場所が良

く、家賃が割安で、広さもちょうどよい等々という物件はなかなか出てこない

ものである（まちの出身者あるいは工場誘致企業などから優良物件を紹介され

ることはあろうが）。 

 したがって、誰をターゲットに何を PR するかといった戦略を明確にしたう

えで、その戦略を満たすために優先順位が高いものは何か（立地場所なのか、

広さなのか、家賃の安さなのか）といった観点から選定したい。立地場所につ

いては、次の「②首都圏でのイベント開催場所」にターゲットに沿うまちを記

載したので参考にしていただきたい。 

 地方の場合、買い物には自家用車で移動する人が多いことから、駐車スペー

スがとれる郊外に立地したほうが都合のよい場合が多い（まちなかに駐車スペ

ースがとれるなら、そちらのほうがよいのはもちろんである）。ただ、観光客

などのことも考えれば、中心市街地や駅前の観光案内所等にサテライトコーナ

ーを出店して特産品を販売することも検討すべきである。 
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②首都圏でのイベント開催場所 

県内の自治体等が首都圏などでイベントを開催する場所は、通常は、県の八

重洲観光交流館や日本橋ふくしま館 MIDETTE を筆頭に、国の外郭団体のイ

ベントスペースへの出展、大学等の学園祭への出展、当該自治体とつながりの

ある企業や商店街への出展、都内の地域県人会のコネクションによる出展、国

や他県、他区からの声掛かりによる共同イベントへの出展、全国津々浦々食の

祭典のような民間イベントへの出展、都内の JR、私鉄駅内外への出展等、様々

な場所で観光物産 PR イベントを開催する可能性がある。 

 また、開催日数も半日程度から場合によっては賃料を払って 3 ヶ月から半年

まで等様々なケースがあろう。 

その際に、もちろん場所が選べない場合も多いとは思うが、PR 効果が少な

い（全くないことはないと思うが）ような場所やイベントに参加するのは再考

したほうが良い。その場所で何ができて、どんな効果があるのか、出展地域等

への継続性や波及効果を見込めるのかといったことも踏まえ、総合的に判断す

べきである。 

できれば参加表明する前にその場所を実際に下見するなり、過去にそこでイ

ベントを行った人に感想を聞くなりして上記についてシミュレートしてから

出展したい。何故なら、イベントを開催する際には「場所」が決定的に重要だ

からである。せっかく公費で出展するのだから無駄足だったと後悔しないよう

に準備したい。 

場所が自由に選べる場合、場所選びの一番のポイントは、いわゆる「一見さ

ん」がどの程度集まる場所なのかどうかで判断すべきで、もしその一見さんの

顧客層も念頭に置くなら都内では以下のような場所が考えられる。参考にして

いただきたい。 

 

（まち単位） 

＜若者をターゲットにしたい＞ 

○下北沢、代官山、原宿、高円寺、吉祥寺、六本木 

＜富裕層をターゲットにしたい＞ 

○銀座・有楽町、日本橋、赤坂、白金台、自由が丘、大手町（平日）、霞ヶ関

（平日） 

＜特にターゲットはないが人が集まる場所で行いたい＞ 

○新宿、渋谷、池袋、新橋、東京、上野、浅草（休日） 

 

 また、上記のまち以外にも特に集客力のある商店街が存在するので参考にし

ていただきたい。 
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（商店街単位） 

○五反田・戸越銀座商店街（http://www.togoshiginza.jp/） 

○板橋・ハッピーロード大山商店街（http://www.haro.or.jp/） 

・遊座大山商店街（http://members.jcom.home.ne.jp/youza/） 

○品川・武蔵小山商店街パルム（http://www.musashikoyama-palm.com/） 

 

（とあるイベント時の福島県ブース） 

 
 

（７）販売する商品について 

①地場産品とは 

 本稿では、販売する商品については、いわゆる地場産品について限定して考

えていきたい。 

まず地場産品の定義にはどのようなものがあるか。地場は地域と同義語で、

県単位、市町村単位、行政区単位など明確な範囲の定義はない。 

狭義に捉えれば、当該市町村産の素材を活かし当該市町村内で生産・加工し

産品をつくること、すなわち市町村内での地産地消の商品のみを指すだろう

が、もう少し広義に捉えると、域外産の素材も活用して当該市町村内で生産・

加工する産品や、当該市町村内の素材を活用して当該市町村外（ただしこの場

合は県内程度の地域内）で生産・加工した産品も地場産品と捉えることができ

る。  

もちろん市町村内での地産地消の商品が当該市町村の観光物産 PR に最適な

のは言うまでもないが、例えば、ある市において、特定の食品の住民 1 人当た

り消費量が日本一だとすると、その食品は当該市の食文化の象徴だと言えるこ

とから、仮にその原料がすべて県外からのものであったとしても地場産品と捉

えることができる。 

 要は最終的な製品が地元市町村でよく販売・消費され、これは自分達の地域

http://www.togoshiginza.jp/
http://www.haro.or.jp/
http://members.jcom.home.ne.jp/youza/
http://www.musashikoyama-palm.com/
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の産品だと住民に広く認識されていれば地場産品として取り扱っても問題な

いであろう。 

 

②品揃え 

 各市町村の公設の道の駅や自治体の県外でのイベント時には、商品の品揃え

がポイントになる。これによってそのまちの印象すら変わってしまうので要注

意である。 

 ある専門家の話によると、売上が上がっている道の駅の特徴として以下のよ

うな点を挙げた。参考にしたい。 

 

○マネージャー等の販売責任者が実際、自治体内を回って試食して説明できる

ようにするとともに、自分がうまいと納得した商品しか置かない。 

○基本的には地元産品しか置かない。例えば、道の駅にはジュースの自動販売

機は置かない。喉が渇いた人向けには、地元の野菜や果物でつくったジュース

やスムージーなどを販売することで対応する。 

○地元の特産品については、ただ素材のまま販売するだけでなく、食べ方を提

案して販売する。また、そのメニュー提案の会議の際には若い女性の視点が必

要。 

○地元でしか販売できないような商品を提供することが大事。例えば、完熟イ

チゴのタルトなどは地元でしか販売できない。完熟のイチゴを通常のルートで

販売したら腐ってしまうから。 

○少量しか採れなかったり、形が悪くて市場に出せない野菜、雑魚の煮物など

を使った定食を格安で提供する。 

○とにかく地元のものを徹底して集積することが重要。まずは地元で愛される

ことが大事。そこに旅行客とかが来て買って、食べてみてうまいとなったら、

リピーターになる。さらに今は通販があるので通販で全国に販売することもで

きる。 

○例えば高級品でも食べる際の品質は変わらないのに、形が悪いとか、せんべ

いならひび割れしたという場合には、捨てずに訳あり品として安価で販売した

ほうが消費者にも喜ばれる。 

 

③販売する場所を踏まえた商品構成 

 地元の物産館で地元産品などを販売する場合は置く商品を選ばなくも良い

が、例えば、首都圏等のイベント等で出張販売する場合は、場所によって、誰

に、何を売るつもりなのか商品構成を考えて持っていったほうが良い。 

 例えば、オフィス街やいわゆる若者のまちなかの店舗で、例えば 5 キロ以上
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の袋の米を販売するのはできれば避けた方がよい。売るのであれば、もっと小

ロットにして、かつ試食は必須であろう。何故なら、オフィス街や若者のまち

に米を買いに来る人はまずいないからである。どうしても売りたいなら、「一

見さん」向けに試食してもらって、バッグに忍び込ませられる程度の小分けに

する必要があろう。どうしても大ロットで売りたいなら、「都内は配達無料」

といったサービスを行い、店先にでもそのことを大きく掲げておく必要があ

る。 

 若者のまちであれば、その場で飲食できたり、食べ歩きできるような、米粉

のパンやケーキ、クッキー、アイスクリームや新鮮な牛乳、ヨーグルトなども

商品に加え全面に押し出すべきである。また、オフィス街であれば、地元の美

味しいものと地酒などをメインとしつつ、お昼に地元産品を使った弁当やラン

チを提供し、さらに最低 19 時くらいまでは店を開いて地酒と地元の産品のお

つまみによる格安の「ほろ酔いセット」のようなものが提供できればアピール

度が高くなる。 

 もちろんその季節の旬のものを置く必要があるので、秋の米は必須であろう

が、その際にはどこに出展するにしても上述のように小ロット化と試食を勧め

たい。 

 いずれにしても、まずは客に来てもらうことが重要であり、最低限売る場所

の客層を考慮して商品構成や販売ロットを決めるべきである。 

 

（８）品質管理 

①生産者とのコミュニケーション 

 農産物にしても加工品にしても生産者との対話は欠かせない。包装から品

質、値段まで販売現場での客の反応や意見等を定期的に知らせ、商品にフィー

ドバックしてもらう取り組みが必要になる。常設店で販売する商品の生産者で

あれば、定期的に店舗に来てもらって店頭に立ってもらうことが重要となる。 

 

②賞味期限と品質のチェック 

 通常はレジを通すときに賞味期限切れの商品であれば分かるようになって

いる場合も多いだろうが、そこは最後の砦であり、そこで期限切れが判明する

と消費者の店舗管理への不信感が増してしまうので、その前に日々の商品チェ

ックで賞味期限を確認しておきたい。 

特に新たに届いた商品については全商品賞味期限の確認のみならず、目視で

商品の変形や袋の破れ等にも目配りしたい。 

 イベント時等には、通常販売している人だけでなく、自治体職員等、慣れて

いない人が販売に携わるケースも多々あるだろうが、最低限の確認作業は全員
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で行いたい。 

 

（９）商品の並べ方・見せ方  

①商品の陳列は大人の目線から膝程度の高さに 

スペースの問題もあろうが、商品を陳列する際にはできるだけ大人の目線程

度の高さから膝程度の高さの間（150 センチメートルから 60 センチメートルく

らい＝ゴールデンゾーン）に陳列したい。それより高いと届きにくいし、それ

より低いと、かがんで見なければならないという問題があるとともに、靴など

によりホコリがたまりやすい、不意に商品を蹴ってしまう、といったことがあ

るからだ。 

なお、人間の習性により、商品を棚に並べるときは、右側より左側のほう、

下より上のほうに商品を置くと目につきやすく売れる可能性が高まる。 

 

（ゴールデンゾーンの陳列例） 

 

＊左側の写真：一番下の棚はできれば商品設置以外に活用したい。 

＊右側の写真：ひな壇陳列にもなっている。 

 

②商品は常にキチンと並べる（量感陳列） 

 商品を PR する場合の基本的な陳列方法には、大きく「量感陳列」と「展示

陳列」の２つの仕方がある。前者は、商品棚等にまとめて陳列することでボリ

ューム感や活気、安さ等を演出する手法、後者は、商品の魅力を強調したり商

品特性を目立たせるためショーウィンドウ等に文字どおりディスプレイする

手法である。 

 自治体等が観光物産 PR 活動を行う際のポイントとしては、量感陳列では、

高さや目線を合わせる形で商品を整然と並べることがまずは大事である。加え

て、商品が売れて少なくなった場合は適宜補充する（品出し）とか、棚の前方

が売れたら奥の商品を前方に持ってくる（前出し）、あるいは商品が横を向い
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ていたら正面に向ける必要がある。したがって職員は売り場をマメに巡回し商

品チェックすることが重要となる。 

 

（量感陳列の例） 

   

 

③一押しの商品は目立つところに（展示陳列） 

 当然のことではあるが、観光物産 PR 活動を行う際の一押しの商品について

は、クローズアップポイントをつくり一番目立つところに置くべきである（シ

ョーウィンドウやショーケースの活用等）。その商品が誘導灯となって客が店

舗内に入り回遊するからである。 

 一押しの商品は、常設店舗であればその時期の旬の商品、イベントの際であ

ればその地域の一番人気（一番売りたい商品ではない）の商品が原則である。 

 その際にはただ置けばよいわけではなく、見せる工夫が必要である。イベン

トの内容や店舗の雰囲気、商品特性等にもよるので一概にはいえないが、例え

ばアスパラガスであれば、ザルに竹笹を敷いたうえに数本を飾り付けプレミア

ム感を出すといった仕掛けがあると見栄えがよくなる。 

 

（展示陳列の列） 
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④関連商品を組み合わせて置く（コーディネート陳列） 

 常設店舗はいうまでもなく、1 日や短期のイベントのような場合は置く商品

の点数も限られるので難しいかもしれないが、関連商品を組み合わせて提案型

の商品設置ということが重要である。例えば、地元産の塩麹と地鶏をレシピ付

きで設置するなど、わかりやすい組み合わせで置くと効果的である。 

 

⑤いろどりを考える 

 地場産品は同じ色に集中しがちになる。茶色の漬物・みそ・ジャム、灰色の缶

詰・袋など。どんよりとした売り場にならないように、いろどりの工夫が大切

である。商品選定の際は、自分のまちの商品を並べてみて、いろどりを眺めて

みることも必要である。 

 

⑥その他 

 商品の並べ方・見せ方のテクニックとしては上記以外にも様々な方法があ

る。自治体が観光物産 PR 活動をする際に参考になりそうなものを以下に記載

する。 

○レジ前陳列・・・文字どおりレジ前に気軽に買い物カゴに入れられる商品を

置いておくことである。キーホルダー等の小物類や小袋のお菓子類が特に効果

的。 

○前進立体陳列・・商品の迫力を演出する方法で、商品を複数列に置く、また

は複数列で積み上げる方法。 

○ひな壇陳列・・・先の写真のように、ひな壇のように商品を階段状に陳列す

る方法。数多くの商品が遠目からも見やすくなる。 

○フック陳列、ハンガー陳列・・衣料品などの物産を販売する場合は文字どお

りフックやハンガーを活用する方法。ディスプレイとしても使える。 

○商品の並べ方・見せ方は最終的には担当者のセンスによるところが大きいこ

とから、担当者が自治体アンテナショップに限らずたくさんの民間店舗やイベ

ント等を、「意識を持って」視察し並べ方・見せ方の経験値を高めていくこと

が重要である。 

 

（10）ＰＯＰ（Point Of Purchase advertising）広告 

 POP 広告とは、本屋や商店等において店員が手書きのオススメ理由を入れた

表示板などで表示したり、飲食店等がおすすめランチを表示するのに外に手書

きの看板を表示したりというように、客が購入するメリットを宣伝する広告の

ことであり、観光物産 PR 活動時にも効果的に活用したい。その書き方と書く
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内容については、一般的に以下の点がポイントとなる。 

①書き方 

ア）目立つ色づかい 

 POP 広告は、広告である以上、まずは見てもらわなくてはならないことから、

蛍光色やコントラストの効いた色づかいで書いたほうが効果が高い。 

イ）丁寧に書く 

 お客さんにきちんと伝えることが大事なので、丁寧な字で分かりやすく書き

たい。 

ウ）簡潔に書く 

 長々と書いてもお客さんの心には響かない。受け手に分かりやすい言葉を使

い簡潔に書きたい。 

エ）プラスアルファの工夫を 

 例えば、お客さんの好奇心に火を付けるような地域の歴史的な人物・風景・

名称等を含ませるとか、今流行の○○とか、販売物に関連する地域の美しい写

真を併せて掲示するとか、おやっという仕掛けも重要。 

 

②書く内容 

ア）お薦めの理由 

 ここが POP 広告の柱となる部分でもあるので、推薦者の思いを簡潔かつス

トレートに書きたい。 

イ）生産者や販売者の想い、ドラマ、ストーリー 

 ア）に加えて生産者や販売者等の想いやストーリー等も書かれていると「共

感者」が多くなる可能性がある。 

ウ）書く人の体験談 

 ア）イ）にもつながるが、書き手の具体的な体験談も書くと PR の説得力が

高まる。 

  

③その他の注意点 

○やりすぎて自己満足に陥ったりしないこと。 

○伝えたいポイントがズレないように注意すること。どこを見せたいのか、ど

こを PR したいのか分かりやすく示すことが重要。 

○店舗全体をみてバランスよく POP を付けることが重要。 
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（POP 広告の例） 

 

＊左側の写真：福島大学小山ゼミの学生による手書き POP。 

＊右側の写真：軽トラックの POP に生産者の思いが込められている。 

 

（11）試食販売  

 ①提案型の試食（試飲） 

いわゆる「一見さん」に商品を購入してもらう場合、試食販売は必須である。

しかし、ただ試食してもらうだけでは、こちらの想いは伝わらないし次にもつ

ながらない。 
食材であればこういう調理法があるとか、加工品であれば、例えばこういう

酒との相性がいいとか、こういうつまみと合う、などといった具体的な提案型

の試食（試飲）が重要である。 
その際には、生産者のみならずその素材を使い慣れた地元の女性などにアド

バイスをもらっておくと、より興味深い提案ができる可能性が高くなる。 
 

 ②ストーリー性のある商品説明 

ストーリー性など一工夫こらした商品説明を行うことも重要である。例えば、

どこで誰が作った食材だとか、この食材の栄養分はどうだとか、歴史的にこの

地域で作られてきた由来だとか、あるいはこの商品はいついつ○○テレビの○

○という番組で紹介されたものですよとか、そういう点を POP 等に書いて掲

示して置いておくなど、おやっと目を引く仕掛けも重要である。 
 

 ③声に出して説明すること 

  状況にもよるが、①、②のポイントを声に出して簡潔に説明することも大

事である。ただ、ここで長々と説明してもあまり意味はない。まずは実際試
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食をしてもらうことが最重要である。あくまで簡潔な一声は最初に当該商品

への興味をひくためのきっかけであるとともに、購入への最後の一押しとな

るいわゆるウンチクの第一歩と考えるべきであろう。 
 
 ④適度な試食量 

  過度に試食してもらわないことである。特に自治体主催だとサービス精神

旺盛に商品丸ごと１コのような場合もあるが、人によってはそれで満足して

しまって、「おいしかった。後で買いにくるよ。」と言い残したままになって

しまう場合もある。もうちょっと食べたいなと感じる量についても考える必

要がある。 
試食販売のポイントは、要は五感にどう訴えかけるかであり、商品特性によ

っても異なるので、それらをよく踏まえた戦略を練る必要がある。 
 
（試食の例） 

 

＊右側の写真：試食の量として大きめのサクランボ 3個は多い。 

 

 ⑤試食提供の場所 

  常設店等の場合、客に試食してもらう場所は、「試食販売やってます」等

と店頭などで PR したうえ、基本的に、店の奥の方で行いたい。でないと試食

だけで帰ってしまう客もいるからだ。 

  ただ、民間でいえばカルディコーヒーファーム（株式会社キャメル珈琲）

のように店頭で試飲用のコーヒーを手渡すことで客を店舗内に誘導し、回遊

してもらうことで売上が増えた例もある。例外的ではあるが、歩きながら飲

食できる特産品等であればこういった取り組みも面白い。 

 

 ⑥保健所への届け出 

  常設店はもちろんのこと、イベントの試食の時にも提供の仕方によっては
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所管する保健所の営業許可が必要になる場合があることに注意したい。許可

の基準については、出展する都道府県ごとに定めているので、必ず事前にど

のような試食提供を行うのか管轄の保健所に相談してほしい。 

  なお、福島県の場合は、2～3 日程度のイベントの場合は、催事の届を出し

て保健所の指導を受けることになっている。 

 

（12）とっておきの PR の仕方 

 ①地元出身の有名人に協力してもらう 

例えば、自分たちのまちの紹介 DVD と交互に、地元出身あるいは関係のあ

る芸能人等のプロモーションビデオやライブビデオ等を本人の了解を得て流

す手法である。各自治体とも著名人の出身者がいるであろう。その方の知名度

があればあるほど効果があるのは言うまでもない。 
さらに、その親族や地元時代の友人が販売スタッフにいて「ここだけの話」

ができれば、ファンにとってプレミアム感が増し、さらに PR 効果があるだろ

う。ただし、この手法は販売場所やタレントのイメージにもよるので、すべて

の場面で活用できるわけではない点に注意されたい。 
 

 ②商品の PR・販売のプロを活用する方法 

「実演販売士」などの商品の PR・販売のプロを使う手法である。彼らのパ

フォーマンスについて文章で表現するのは難しいが、商品を説明する際の話術

の凄さは一見（一聴）の価値がある。そして何よりその場を明るくかつ熱気溢

れるものにしてくれる。これも実施場所や経費の問題もあるが、特に大規模な

イベントを行う場合には活用しても面白い。 
 

③作りたて販売に一工夫を 

その場で作りたてを販売する手法である。現地に行かなければ、あるいは自

分で調理しなければ食べられないものを、現地価格かつ同じ品質で食べられる

のであれば、購入する側にとってこれほど良いことはない。例えば、まんじゅ

うの作りたては最高だし、有名ラーメン店の出張店舗も良いだろう。さらには、

通常、袋麺で販売されている特産の麺類を、試食ではなく、その場で調理し有

料で販売するやり方もあり得る。これに地元物産の佃煮や漬け物なども加え定

食とする手もある。この手法も調理スペースやコストの問題があるため常にで

きるわけではないが、可能性は常に意識してもらいたい。 
  なお、この場合には「におい」の効果も考慮するとよい。例えば、おなか

が空いたときに醤油の香ばしいにおいが漂ってきたら、ついその方向に足を

運んだことはないだろうか。戦略的に、作りたて時にいいにおいを発する商
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品を販売するのも効果的である。 

 

（13）他店や周辺地域・商店街等との連携の仕方 

 他店や周辺地域・商店街等との連携の仕方については、一定期間以上継続して

PR 活動を行う常設店なのか、イベント時にせいぜい 1日～2日程度出展するの

かで大きく変わってくる。 

 

①常設店 

 自治体が観光物産 PR 活動を行う常設店とは、いわゆるアンテナショップの

ことである。当該自治体内外に出店する可能性があるが、ここでは自治体外に

出店する場合をイメージして連携のポイントを記載したい。 

 例えば、東京に出店する自治体のアンテナショップの連携としては、既に有

楽町・銀座アンテナショップ連絡協議会という組織があり、定期的に自治体ア

ンテナショップの運営等について情報交換するとともに、表参道の新潟館ネス

パスを中心に合同の「アンテナショップ祭り」も毎年行っている。 

 また、自治体アンテナショップが集中する中央区（有楽町・銀座周辺）では、

区が音頭を取って中央区のイベント時に各アンテナショップに出展してもら

っている。 

なお、近隣の自治体アンテナショップとスタンプラリー（スタンプラリーに

参加する自治体アンテナショップ各店舗を回るたび、専用の台紙にスタンプを

押し、規定のスタンプ数に達したら地元物産が当たるプレゼントに応募する権

利を取得できる）を行うことで当該実施期間の誘客数増加に貢献している例も

ある。 

 こういった取り組みは、客にとっては、短時間で色々な自治体のアンテナシ

ョップを見ることができるので大変喜ばれている。各アンテナショップの連携

については、いずれのイベント時にも大きな PR 効果が見込める。 

 一方、アンテナショップ周辺地域・商店街との連携については、やはり商店

街振興組合などに加入するとともに、地域のお祭りやイベントにも積極的に参

加することで地域内での信頼度がアップするはずで、それが周辺商店への食材

等の商品の納入にまでつながっていくのは間違いない。 

 以上のように、他店や周辺地域・商店街等は本来ライバルではあるものの、

協力関係を築き連携を強化すれば、他の地域からの客を呼び込む効果が大きく

なることでお互いのメリットになる可能性が高い。 

 その他、首都圏等にアンテナショップ等を持つ自治体が、観光物産 PR 以外

の目的により、イベントで首都圏在住者を集めるような場合、当該イベント会

場でアンテナショップや観光物産等の PR を行うことも効果的である。 
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②イベント時 

 一般的に言えばイベント時に他店や周辺地域・商店街と連携を図るのはなか

なか難しい場合も多い。どうしても当該イベントの準備に追われてコミュニケ

ーションがとれないケースが多いからだ。ただ、地域によっては当該イベント

の打ち上げということで、イベント終了後、商店街の方々とお話できる機会も

ある。その際には積極的に参加してもらいたい。 

 なお、当該地域のイベントに参加するということは、そもそもその地域とあ

る程度のつながりがある場合が多いことから、その後も何度も出展する可能性

が高い。したがって、短期間のイベント時にも他店や周辺地域・商店街に自治

体の観光物産 PR できるような準備はしていきたい（例えば、「食材のテキス

ト」（47 ページ以降の「参考」参照）を持参し PR するなど）。 

 出展自治体と当該地域との相性もあるだろうが、基本的には一度できたつな

がりを切らさないよう次年度以降や別のイベント時にもできる限り積極的に

出展し続け、イベントに欠かせない出展者となりたい。 

 

（14）外国人旅行者への対応 
①基本的な対応 

 地方に外国人旅行者を招き入れる際、様々な問題が考えられる。言葉の問題、

国民性や習慣の違い、外国人旅行者の期待とのギャップなどである。これらの

基本的な対応については、まずは日本政府観光局（JNTO）のホームページ

（http://www.jnto.go.jp/jpn/）などを参考にしていただきたい。 

 また、様々な言語による観光物産 PR パンフレット等の PR ツールに関して

は、第 5 章で提言するノウハウ内容を踏まえつつ、単に日本語版を様々な言語

にそのまま訳すだけでなく、その国の嗜好にあった情報発信の工夫を行うべき

である。 

 加えて、本県を PR するに際しては、東日本大震災や福島第 1 原子力発電所

の事故の現状や課題、取り組み等を積極的に情報提供することが重要である。

外国人旅行者の方々に福島は安心安全だということをより理解してもらえれ

ば、福島復興の大きな手助けになる。 

 

②受入環境の課題 

 ①以外の、外国人旅行者の受入環境に関する課題のポイントである、ア）外

国語表記や対応のあり方、イ）外貨両替やクレジットカードの決済環境、につ

いて「地域ビジネスとして発展するインバウンド観光」（2013.3 (株)、日本

政策投資銀行、(株)日本経済研究所）を参考に以下のとおりまとめた。 

http://www.jnto.go.jp/jpn/
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ア）外国語表記や対応のあり方 

 海外旅行するときに言葉の問題が一番心配なのは各国共通である。地域に外

国人旅行者を誘客するためには、通訳案内士や外国語観光ボランティアが必要

なことはもちろんのこととして、その他にも外国語やユニバーサルデザインに

よる観光案内板、標識、交通インフラの運賃表、コミュニケーションツールな

どが求められる。 

 ただ、すべての場所に様々な言語で案内板等を置くのは効率的ではなく、主

要な場所に、世界の共通言語である英語で、ロゴやデザインを統一して設置す

れば環境にもやさしく地域のシンボル的なものにもなる。 

 一方、外国語対応については、日本政策投資銀行のアンケート調査によると、

日本を訪れる外国人旅行者の多くは「多くの日本人はほとんど英語ができな

い」ことをガイドブックなどで理解しているので、高級ホテルの従業員や外国

人向け観光案合所など「話せて当然」という期待値が高いところ以外は、英語

や母国語が話せることを期待されていないという。 

とはいうものの可能であれば、話せるほうが良いに決まっている。地方の場

合、話せる人がいて当然という場がないことが多いので、意識的に人材育成・

確保する必要がある。市町村や商工団体、観光協会などで新たに人材確保する

方法以外にも、英語教師（外国人含む）の活用や、ある程度心得のある人材の

発掘・育成など視野に入れたらどうか。 

 また、話せる人がいないシチュエーションも想定し、「指さしガイドツール」

や「外国語電話サービス」などを活用し、外国語が話せなくても、丁寧に外国

人旅行者をもてなす工夫を準備しておくことも必要となる。 

 なお、いうまでもなく外国人に限らず旅行者への対応で最も重要なのは、「お

もてなしの心」を持った対応であり、もっと言えば地域の人々の笑顔であるこ

とも併せて述べておきたい。 

イ）外貨両替やクレジットカードの決済環境 

 外国人旅行者に地域内を回遊してもらい、そこでお土産等にお金を落として

もらうことが重要なことは言うまでもないが、福島県内ではそもそもドルやユ

ーロから両替できる金融機関がないまちもあり、できても当日には無理な地域

も多い。さらには中山間地ではクレジットカード決済ができない商店も多いと

いった問題もある。これらは基本的に金融機関や商店などが市場経済ベースで

対応すべき課題であり、自治体等で解決するのはなかなか難しい。 

 対策としては、地域ごと外国人旅行者向けホームページを作成し、そこに上

記に対応できる店舗の場所や電話番号を明記しておくことで対応すべきであ

る。 
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③外国人旅行者対応の事例 

外国人の誘客に成功している会社に、岐阜県の株式会社美ら地球（ちゅらぼ

し）（http://www.chura-boshi.com/）がある。この会社は日本の地方に普通に

ある、田んぼや里山など私たちにとっては「ありきたり」のものを観光資源と

捉え、飛騨高山の町並みや里山をサイクリングするツアーなどを外国人に有料

で提供する事業を行っている。 

藻谷浩介氏（(株)日本総合研究所 主席研究員）によると、「そもそも世界的

にみて、普通に西洋人が文化的に暮らしている中で、こんなきれいに田んぼに

稲が生えている所は日本しかない。さらに電力も使わずにこういうふうにさっ

と水を張り、さっと水を抜くことができる用水路も外国人に感心される。加え

て、オタマジャクシやカエルは実はヨーロッパやアメリカの乾燥地帯（カリフ

ォルニア等）には全くいない。」という。 

このように、日本人にとっては普通の事柄や風景でも外国人にとっては初め

て見るものも多数ある。特に生活に密着したものは外国人にとって興味深いも

のであることから、それらを観光資源として有効活用したい。 

 

（15）その他 

①放射能検査結果の公表 

言うまでもないが、当面、食品については生鮮品を中心に放射能検査を実施

し基準値以下であることを表示すべきである。 

 

放射性セシウムの基準値（単位：ベクレル／㎏） 

食品群 基準値 

一般食品 １００ 

乳幼児食品 ５０ 

牛乳 ５０ 

飲料水 １０ 

出所：厚生労働省ホームページ 

 

②振り返りの必要性 

首都圏等で出展イベントを行った場合、特に初めての場所や、品揃えをがら

りと変えた場合は関係者間で「振り返り」を行うべきである。うまくいった点、

反省すべき点を明らかにしたうえで次回につなげるべきだからである。また、

イベント時に開催場所の回りの個店から取り引きのオファーがあったり、商店

街組合などとの新たなつながりができる可能性があるが、情報を共有し、こう

http://www.chura-boshi.com/
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いった小さなつながりの目を守り育てていくことが重要である。 

 

③ネット販売 

首都圏等で物産販売や PR 活動を行う際、現場では試食や試作品だけ置き、実

際の販売はインターネットで行うという手法もモノ（大ロットの米、野菜、果

物など）によってはあり得る。 
ただ、軽量のお菓子類やつくりたてをその場で食べるのがセールスポイント

になるような商品（つくりたての「まんじゅう」や「せんべい」など）はやは

りその場で提供したいし、小ロットでその場で購入したい消費者もいるだろう

から、やはりイベント内容や PR 活動を行う場所などによりケースバイケースで

判断すべきである。 
 なお、ネット販売時には、当該商品自体に商品の説明を書いたり、販売店等

のインターネットアドレス（または検索ワード）等を書いたチラシを添付する

とより宣伝効果が高まる。 
 
④トップセールスの活用 

 自治体の首長に直接お客さんと触れあってもらうトップセールスも可能な限

り積極的に行いたい。 

 客の立場になれば、自治体のトップが来ることで商品等への安心感が増すとと

もに、首長がくるほど力が入っているということで注目度が増すのは間違いな

い。 

 その際、例えば食の PR であれば、素材が最も旬の時期に合わせて首長の力

を借りたい。夏の桃や秋の米の時期に首長が試食販売を行うことは、やはり効

果が高い。 

 

⑤顧客管理 

 従来の手法だと、来店時に「お得意様カード」のようなものに住所・氏名、

福島に関し興味のあること、その他ひとことのような内容で客に登録してもら

い、イベント開催時ごとに郵送でのダイレクトメール(DM)を出す（これを持参

すればお買い上げの○％割引のような特典付き）というようなことが行われて

いた。 

 しかし昨今は、個人情報保護の機運が高まり、店側の管理リスクが高まって

いるとともに、客が「お得意様カード」などになかなか記入してくれないとい

う事態にも陥っている。また DM を出すコストも無視できない。 

 ただ、一度「お得意様カード」などに登録してもらえれば、店側にすれば市

場調査にも使うことができ、客側にとってもイベント情報の入手や割引等の特



34 
 

典等があり、両方にとって大きなメリットがある。 

 したがって、パソコン等の管理をしっかりしたうえで、登録者にメールで DM
を送るという手法が最も効率的な方法ということになる。メルマガなどと組み

合わせると見てもらえる確率が高まりなお効果が高まる。 

 

⑥イベント開催時のその他の細かな注意点 

○物販を行うときは、事前に「おつり」の準備をしっかり行うこと 

○既製品ではなく、イベント当日だけの商品の値付けはシンプルにすること（例

えば、税込み 100円や 500円等） 

○一目見て何を売っているか分かるようにすること 

○当該イベント時に販売した商品の購入先等を記入した一覧表を作成し来場者

に配布すること 
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５ PR ツールの活用について 

（１）ホームページ・フェイスブック・ツイッター 

 近年、自治体の広報手段として、従来からの住民向けの広報誌だけでなく、

広く住民以外もアクセス可能なホームページに様々な情報を掲示してきてお

り、さらに 2010 年代に入るとフェイスブックやツイッターといった SNS を活

用した広報活動にも力を入れている。 

本県でも、ホームページは、すべての自治体が活用している他、フェイスブ

ックは県及び 20 の市町村、ツイッターは県及び 10 の市町が活用している（そ

の他にも、メルマガや LINE、ブログを広報の手段として活用している自治体も

ある。）。 

ここでは、観光物産の PR 手法として、これらのツールをより有効に活用で

きるよう、県内を除く先進事例を参考に活用時のポイントを整理した。 

なお、本稿ではあくまで観光物産 PR の視点で効果的なサイトかどうか判断し

ていることを了承願いたい。 

 

①ホームページ（HP） 

 ここでは、一般的に観光まちづくりで著名な市町村を中心に自治体の公式

HP を比較して参考にすべき手法を整理してみた。なお、参考にした自治体 HP
の選択はあくまで担当者の主観によるものであることを了承願いたい。掲載以

外の自治体にも素晴らしい HP が多数あるのはいうまでもない。 

 なお、ほとんどすべての自治体で、トップページに「観光情報」などという

タブメニューを設置し、そこから地域の観光名所、美味しい食べ物などが掲載

された具体的なページ（観光協会のページ含む）につながる手法をとっている

が、取りあえず載せているような印象の自治体も多い。 

観光地として有名な自治体、逆に地域に有望な観光物産資源がない自治体で

あっても、観光物産関連情報は、それだと分かりやすい表記で HP のトップペ

ージの分かりやすい場所に掲載しておくべきである。さらには当該自治体にお

ける代表的な観光スポットの写真ぐらいはトップページに掲載すべきである。

そうでないと、観光物産振興にやる気がないと思われかねない。 

 結局は、自分が旅行者になったつもりで「何が知りたいか」という視点でコ

ンテンツを取り揃えるべきである。さらにいえば HP に限らず自治体が発信す

る観光物産情報は、まずは何度もアクセスしてもらうことが重要である。そう

いう意味からも定期的にオススメ店舗情報を更新するとか、順番に我が町の観

光名所巡りの動画をアップするとか、ユーザーを飽きさせない工夫が重要であ

る。 



36 
 

 

＜参考にすべき手法＞ 

ア）徹底して観光に力を入れる 

○自治体の HP を誰に一番みてもらいたいのか考える際、通常は当該住民だと

は思うが、観光に力を入れている自治体では、ここまでやるのも潔いと感じら

れるくらい観光客を大事にしているところもある。 

例えば、トップページが「くらし」と「観光」しかなくそこから各ページに

入っていく石川県金沢市などは、モデルコースをはじめ観光客が知りたい情報

が的確に網羅されている。 

（金沢市 HP:http://www4.city.kanazawa.lg.jp/） 

 例えば、「小樽観光都市宣言」を表明している北海道小樽市は、トップペー

ジでも“市民の皆さんへ”よりも“観光客の皆さんへ”の告知を前に置きつつ、

HP の至るところから景観地の写真や情報が得られる工夫がなされている。 

（小樽市 HP：http://www.city.otaru.lg.jp/） 

イ）まちづくりのコンセプトとの統一感 

○そもそもまちづくりに明確なコンセプトがあると HPも同じトーンでつくる

ことができ PR に効果的である。 

 例えば、大分県豊後高田市の「昭和のまちづくり」。 

（大分県豊後高田市 HP：http://www.city.bungotakada.oita.jp/） 

 例えば、岡山県倉敷市の「記念日の聖地 倉敷で紡ぐ 5 つの物語」。 

（岡山県倉敷市 HP：http://www.city.kurashiki.okayama.jp/） 

ウ）観光ルートを体験記で紹介 

○北海道函館市では、単に観光名所、美味しい食べ物等の写真や簡単な説明だ

けでなく、オススメ周遊ルートも含めた具体的な体験記をコラム形式で掲載し

ているところが観光客のニーズを捉えており、かつ見応えもある。 

（北海道函館市 HP: http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/） 

エ）堅苦しくない自由な発想 

○IT 企業の誘致で有名な徳島県神山町のホームページは、とにかくトップペー

ジのインパクトが大きく興味をそそられる。また、中身も良い意味で自治体の

ホームページっぽくなく、かわいらしいトーンでまとめられている。 

（徳島県神山町 HP:http://www.town.kamiyama.lg.jp/） 

オ）多言語に対応 

○市長が経営戦略コンサルティング会社出身者である神奈川県小田原市は、ト

ップページの観光の欄がひときわ大きいうえ、クリックすると観光客にとって

必要な情報が整然と並べられており見やすい。また、特筆すべきは観光情報に

限らず、HP 全体が日本語以外に 80 言語で読めるようになっているところが先

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/
http://www.city.otaru.lg.jp/
http://www.city.bungotakada.oita.jp/
http://www.city.kurashiki.okayama.jp/
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/
http://www.town.kamiyama.lg.jp/
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進的。 

（神奈川県小田原市 HP:http://www.city.odawara.kanagawa.jp/） 

カ）明るいトーンでまとめ写真を豊富に使う 

○愛知県大洲市の HP は、全体的に明るいトーンでまとめられており、観光物

産情報も、例えば、名所ごとに豊富な写真付きでの解説と、料金、連絡先、場

所の地図等といった基本情報が丁寧に説明されている。 

（愛媛県大州市 HP:http://www.city.ozu.ehime.jp/） 

 

②フェイスブック（FB） 

 ここでは、①と同様に、一般的に観光まちづくりで著名な市町村を中心に自

治体の公式 FB を比較して参考にすべき手法を整理してみた。 

 FB は、SNS という性格上ユーザーが限定されてしまうこと、またどうして

も情報提供のスペースが限られてしまうこともあり、平成 26 年 10 月時点で全

国の自治体のうち約 3 分の 1 程度の利用に留まっている。一方で、見るだけで

あれば登録は不要であり、当該自治体の一押し情報をタイムリーかつ簡潔に発

信しやすいというメリットもある。 

 以上のことから、FB は、HP 以上に、まずはみてもらえるような楽しい仕掛

けが重要になる。そのことでユーザーが増えれば大事な情報もすぐに伝わるよ

うになっていく。 
また、FB は、Ⅰ）無味乾燥な役所からの「お知らせ」「募集」「情報提供」

等を伝えるためのツール、Ⅱ）役所の仕事内容を面白く分かってもらうための

ツール、Ⅲ）ⅠとⅡの両方の側面、Ⅳ）観光関連情報に特化、というふうにど

ちらかというと役割を決めて割り切っている自治体が多い。これから活用を検

討する自治体も誰にどんな情報を伝えるために FB を使うのか。その際その内

容は適正かといったことを考えた上で使うべきであろう。 

なお、アプリ部分に民間企業が作成したお薦め観光情報をリンクさせるのも

よい。どうしても、自治体の観光物産情報は、特定の場所や店舗等だけを勧め

ることは難しいからである。 

 

＜参考にすべき手法＞ 

ア）投稿している人の顔が見える 

○福島県の FB では投稿している人が顔見せで登場する。いわゆる「中の人」

が見える FB は全国的にも稀である。多くの自治体では、文字だけで表す無味

乾燥なイベント等の告知も担当者の顔が見えると親近感がわき楽しい。 

（福島県 FB:https://ja-jp.facebook.com/FutureFromFukushima）。 

イ）多言語に対応  

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/
http://www.city.ozu.ehime.jp/
https://ja-jp.facebook.com/FutureFromFukushima
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○FB でもできれば多言語版があれば海外の人ともやりとり可能になる。 

例えば、宮城県気仙沼市では日本語版とは別に英語版の FB を作成している。 

（宮城県気仙沼市・日本語版：https://ja-jp.facebook.com/prkesennuma） 

（宮城県気仙沼市・英語版：https://www.facebook.com/kesennuma） 

ウ）日常を見てもらう 

○兵庫県神戸市では、通常版以外に、神戸の夜景を中心とした美しい風景や穴

場スポット等を、写真にして発信する FB を作成している（兵庫県神戸市：「心

に残る神戸の風景」FB、（https://www.facebook.com/kobefukei）、「神戸

で見つけたとある一日」FB（https://www.facebook.com/kobetoaru）。定期

的に更新し飽きさせないようにすることで、ユーザーにまちを身近に感じても

らうことができ、もって当該自治体のファンが増えるという効果が期待でき

る。 

エ）フェイスブックに特化 

○佐賀県武雄市では基本的に HP を廃止し FB のみを役所の広報媒体としてい

ることから、市民等が FB を見る頻度が上がることでより効果的な観光物産 PR 

情報の提供ににつながっていくと思われる。 

（佐賀県武雄市 FB:https://www.facebook.com/takeocity） 

 

③ツイッター 

 ツイッターで広報活動を行っている自治体は全国的にも多いが、文字数の制

約上どうしても「お知らせ」「募集」「情報提供」等の類で使用しているケー

スがほとんどである。 

 観光物産 PR 活動に使用する場合は、イベントの告知や実施後のお知らせの

ような形でしか使えず、なかなかメインの広報手段とはなりにくい。  

ユーザーにとっても日ごろから気軽に地域情報が入手できる媒体との認識

であろうから、まずはユーザーのアクセス頻度を上げるような取り組みが必要

であろう。その中で観光物産 PR 情報として活用する場合は、あくまでイベン

ト情報等のサブツールとして、詳しくはこちらのサイトをみてください、とす

るしかない。 

 

（２）パンフレット等 

 まちを PR するツールとしては、（１）の ICT 関連のほか、パンフレット、

マップ、チラシ、のぼり、ポスター、ステッカー、名刺等があるが、本稿では

パンフレットに絞って考えてみたい。 

 

①パンフレット 

https://ja-jp.facebook.com/prkesennuma
https://www.facebook.com/kesennuma
https://www.facebook.com/kobefukei
https://www.facebook.com/kobetoaru
https://www.facebook.com/takeocity
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 観光物産等の PR パンフレットをつくる際には以下の点に留意したい。 

○観光物産等の PR パンフレットは、基本、よそから来た人に自分達のまちを

初めてみてもらう際に紹介するものとの意識が必要である。したがって、知り

たい情報を網羅するだけでなく、もし自分が初めて他の地域に行った場合、何

を知りたいかの視点を持つべきである。観光地・物産品の写真、解説、基本情

報、地図、料金、連絡先、ネットアドレス、宿泊施設、食べ物屋、土産物屋等

の掲載は基本である。 

○特に食べ物屋（地元の食堂・レストラン、パン屋、お菓子屋など）は数が多

いので、行政が作るパンフレットには「地元で評判の店」に絞って掲載しづら

い。一方で公平を考えるあまり、「そうでもない店」を取り上げたのではまち

全体の評判を落とす。観光客が知りたいのは「まち一番の店」なのだ。例えば、

総合計画等の住民アンケート時に、具体的な店を選んでもらって、１～３軒程

度に絞りパンフレットに掲載できないものか議論することも必要であろう（例

えば、5 年後の住民アンケート時に再度アンケート調査を行い「まち一番の店」

の入れ替えを行う）。今後、観光客等を呼び込むためには、こういった思い切

った取り組みも必要である。 

○大きさはコンパクトであればあるほど良い。ポケットサイズが基本。 

○観光と物産のパンフレットを分けて作成している自治体もあるが、これを作

るのは基本的に、観光客・来外者に自分達の地域のことを知ってもらいたいた

めである。そういう意味では、通常、観光情報、物産情報の両方とも知りたい

のが普通なので、役所の組織の問題もあるだろうが、観光・物産情報を一緒に

したパンフレットとすべきである。 

○総合計画等各種計画等で謳われていることと観光・物産パンフレットとの整

合性をまずは意識したい。 

○地域に住んでいる人の顔が見える作りにすると良い。 

○写真も、絵も、文字も手作り感があると面白い。 

○とにかくパンフレットを一目見ただけで楽しくなるような作りが大事（出演

者はみんな笑顔が基本）。 

○食の物産品であれば、歴史から製造工程、素材の話など、当該産品に係るス

トーリーが表現できれば、購入者の安心安全の気持ちや興味をそそる。 

（参考） 

○平成 25 年 11 月、一般財団法人地域活性化センターにおいて「第 1回ふるさ

とパンフレット大賞」が決定・公表された。主要部門のみ以下に掲載するので

参考にして欲しい。 
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○ふるさとパンフレット大賞：福井県高浜町「ゆっくりしていってください 

高浜町」(PDF形式:4.3MB)  

○優秀賞：長崎県小値賀町「心に残る 人に会える島。」(PDF形式:5MB)  

○奨励賞：福岡県糸島市「いとほん」(HTML) 

出所：一般財団法人地域活性化センターホームページ 

 

（３）ノベルティグッズ 

 ノベルティグッズ（粗品）については、よく民間でも行うポケットティッシ

ュに PR の紙をはさむという手がコストが安く軽いというメリットがある一方、

伝える量が少ない、すぐに使いきって捨てられてしまうというデメリットもあ

る。 
 もう少し長くかつ日常的に使うものといえば、例えば、ボールペンや歯磨き

粉等に自治体のネームやキャラクターを入れるという手はあるが使い切ってし

まえば捨てられてしまう。 
 自治体のシンボルキャラクター等のキーホルダーやネーム入りストラップな

ど良いが、もらった方が気に入るかどうかで使い続けるかどうかが決まる。 
そう考えると、ある程度長く使うことができ、安価で、邪魔にならないもの

がベストということになろう。ポケットティッシュケース、携帯用スリッパ、

冷蔵庫やキッチンにくっつけるマグネット、エコバッグなどにかわいいデザイ

ンで自治体のネームやキャラクターを入れるというのが比較的良いのではない

だろうか。 
 

（４）シンボルキャラクター等、キャンペーンクルーの活用 

①シンボルキャラクター等の活用 

 現在、自治体等では当該自治体等のキャラクター（シンボルキャラクター、

ご当地キャラクター、マスコットキャラクター、ブランドキャラクター等呼び

名は自治体等によって若干異なる。なお、ご当地ヒーローやご当地アイドルも

考え方は概ねは同じ。）を活用した PR 活動が花盛りである。 

 代表的なのが熊本県の「くまモン」の取り組みであろう。県の名称から「く

ま」、熊本弁で者をもんと発音することと、かわいい語尾になるようカタカナ

で「モン」とを併せて、「くまモン」と名付けたという。さらに「熊」をモチー

フにした体ととぼけた愛らしい顔。ここまではどこの自治体でも考えられるこ

とであろう。 

 「くまモン」が他の自治体の取り組みと大きく違うのが、キャラクター展開

である。 

 そもそも「くまモン」は地元出身の小山薫堂氏（脚本家）のプロデュースに

http://www.town.takahama.fukui.jp/
http://www.town.takahama.fukui.jp/
http://www.jcrd.jp/images/09-furusato/docu/H26_takahama_pamphlet2.pdf
http://www.ojika.net/
http://www.ojika.net/
http://www.city.itoshima.lg.jp/
http://www.city.itoshima.lg.jp/
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よる、熊本県民が日常にあるサプライズを見つけ、それを他の人へ広めていっ

て再発見をする、あるいは熊本の魅力をアピールする、また、サプライズでお

迎えをするという「くまもとサプライズ」運動の一環として生まれてきたキャ

ラクターである。そして、キャラクター展開として例えば、大阪市の中心部に

神出鬼没したり、くまモン失踪と銘打って知事が記者会見したり、一時的にほ

っぺの赤がなくなったり等、様々なサプライズな仕掛けで知名度を上げていっ

た。 

 また、特筆すべきは、熊本県の許可があれば、個人または企業でロゴとキャ

ラクターを無料で利用することができるようにした点であろう。これによって

著作権分を割高にせずとも商品に採用できるようになり、今では T シャツやタ

オルなどにも普通にキャラクターとして採用されている。そのことで全国津々

浦々「くまモン」が溢れることになり、子どもから大人まで認知度が劇的に高

まった。「くまモン」によって熊本に大きな PR 効果がもたらされているのはい

うまでもない。 

 まとめると「くまモン」の事例から学べるのは、第一に、民間の広告宣伝の

プロ（小山薫堂氏）をアドバイザーに招いたという点。第二に、首長（知事）

も巻き込んで徹底かつ継続してキャラクター設定に取り組んだ点。第三に、メ

デイア戦略が上手な点。第四に、著作権を無料にした点。であろう。 

 ただ、「くまモン」事業を行う際に、相当な経費がかかったのと職員の苦労

があったのは明らかであろうし、失敗や県民からの批判といったリスクも少な

からずあったのではないか。 

 福島県内の自治体で同じようにやってうまくいくとは限らないが、「くまモ

ン」事業の取り組みから得られたヒントをうまく自分達なりに消化して、シン

ボルキャラクター等による PR を行っていきたい。 

 

②キャンペーンクルーの活用 

 まちの特産品等のイメージアップを図る目的でキャンペーンクルー（呼称は

自治体によって異なる）を活用している自治体も多い。 

 県内自治体のキャンペーンクルーの場合、活動前には接客態度を学んだり、

当該まちの特徴や特産品等について専門的な研修を受けるとは思うが、県民性

なのか、研修成果なのか、イベント等で表に出る場合、きまじめに標準語でマ

ニュアル通り対応する方が多い印象を受ける。 

 例えば、首都圏等でイベントを行う場合、消費者は、地元の言葉で、地元の

人にしかわからない観光地の説明、珍しい特産品の調理方法の説明といった、

「ならでは」を求めている。それをキャンペーンクルーがやらなくても良いと

は思うが、キャンペーンクルーがやればなお効果的であろう。 
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（５）広告会社やイベント会社等の活用 

広告会社やイベント会社等から提案のある様々な PR 手法（例えば、屋外の

巨大ディスプレイで一定期間、当該の自治体の広告 VTR を流す、観光物産イ

ベントに有料で当該自治体のブースを出す等）について、予算的に可能であれ

ば活用したほうが多少なりとも PR 効果が高くなるのはいうまでもない。 

ただし、民間企業から提案があった場合もそのまま鵜呑みにしないことが大

切で、本当にその場所でその内容を提示すれば、一定の PR 効果（できれば具

体的に目に見える数字があればなお良い）が見込めるのか熟考する必要があ

る。 

例えば、東京で広告会社を活用して PR する場合、銀座の一等地で他のプロ

モーションビデオと一緒に当該自治体の PR ビデオを流したとしても、時間が

1 回あたり 10 秒とすると、場所柄高くつく割にほとんど効果はない。PR する

内容にもよるが、同じ金額であれば、人が多く集まる商店街や山手線の外側の

それなりのキーステーションの駅前などで時間を長くしたほうが効果が高い。

あるいは 1日に流す回数を減らしたとしてもまとまった時間でビデオを流した

ほうが効果は高い。 

このあたりは当該民間企業との交渉になろうから、できれば経験者に事前に

相談するなりして効果的な手法を検討したい。加えて、このようなケースの場

合、委託契約を交わす際に、一定期間後に様子をみて長さや回数が変更できる

ような余地を残しておくようにしておいたほうがよい（民間側の同意が得られ

るかケースバイケースだろうが）。 

 また、例えば、○○祭りに有料で出展し、自治体の観光物産 PR を行うケー

スの場合、事前にその内容をできれば紙ベースでやりとりすべきである。あれ

が足りなかった、これが欲しいという場合、民間の場合だと追加料金が発生す

る可能性が高い。事前に意思疎通をしっかりしておくことが大切である。 

 とはいえ初めての出展の場合はどうしても漏れが発生する可能性が高い。そ

のため、できれば上記の広告の場合と同様に、事前に経験者に相談し予見可能

性を高めたり、契約書に一定のバッファー（緩衝材）を持てるような条項をい

れておくなどして対応したい。 

 

（６）マスメディアの活用 

新聞、雑誌、テレビ、ラジオ等のマスメディアの活用についても、予算的に

可能であれば活用した方が多少なりとも PR 効果が高くなるのはいうまでも

ない。 

 自治体財政が厳しいうえ、昨今では自治体の HP や FB などでも広報できるこ
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とから、有料で広告等を出すというのは重要な事業に限られるだろう。これら

マスメディアに打った広告等はいったん出すと修正しづらいという特徴があ

る。したがって出す前には慎重にチェックすべきなのはいうまでもない。 

 また自治体の場合、イベント開催時等にマスメディアに情報提供し、取材に

来てもらい、紙面等に掲載してもらうということもよく行っている。取材に来

る来ないはマスメディア側の判断ではあるが、可能な限り取材してもらうよ

う、イベント等の趣旨や内容等を分かりやすくまとめ、適切なタイミングで情

報提供すべきである。 

 

（７）友好都市等、県人会 

市町村の場合、友好都市や災害時相互援助協定締結都市との相互イベントや

地元出身者の県人会での観光物産 PR 活動も行っているが、これも継続的に行

っていきたい。 

 注意すべきは、お互いわかりあっている同士であるので、どうしても観光物

産 PR がマンネリになっていってしまう可能性がある点であろう。 

定番商品の提供もさることながら、むしろこういう場を活かして新商品や試

作品を試す場と位置付けることも重要ではないだろうか。ざっくばらんな意見

をもらえる可能性が高い。 

 

（８）協力申出者とのコラボレーション 

①個人ボランティア 

 自治体がイベント等を行う場合、個人ボランティアで協力したいという方が

申し出でくる場合もある。 

 もちろん人手が足りていて、イベント等の内容にそぐわない場合、あるいは

人となりが不明等の場合には遠慮させていただく場合も多いが、人手が欲しい

ときは積極的に参加してもらう方向で考えたい。 

 参加してもらう場合、年齢や性別にもよるが、「お客様扱い」しないで適材

適所で手伝ってもらうことが肝心である。とりわけ明確な役割を持ってもらう

ことで責任感が増し、本人のイベント終了後の達成感もより得られるだろう。

そのことが次回のイベントへの協力や、当該自治体の更なるファンとなること

につながっていくのである。 

 

②国や他自治体、民間企業 

 特に友好都市といった関係がない自治体や国等のイベント、あるいは当該自

治体出身者が役員をしていたり、当該自治体内に有力工場がある場合の本店な

ど、で観光物産展をやってみないかと声がかかることがある。もちろんこれも
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可能な限り積極的に参加したい。 

 前者の場合、当該自治体以外にも多数の自治体が出展していることが多く、

比較的人が集まりやすいので、他の自治体のブース目当てで来た客に当該自治

体のファンになってもらうチャンスである。ここで最も注意すべきは、どこの

自治体かはっきりわからない自治体が案外多いということである。のぼりやポ

スター等を目立つところに掲示し、回りの自治体から埋もれないようにしたい。 

 後者の場合、事前に当該会社内で告知されている（できれば社内告知用のチ

ラシも当該自治体等で作成したい）はずで、多くの売上が期待できるイベント

となることが多い。各自治体は声がかかるのを待つのではなく、むしろ誘致企

業等に話をもちかけてこういった機会を増やすべきである。 

 

（９）アンテナショップ等 

 今後の自治体間競争の一層の激化を踏まえれば、各自治体ごと首都圏等での

PR 強化は必須であろう。その代表的な手法がアンテナショップ等の出店であ

る。ただし、小規模な自治体だと出店費用の捻出が厳しい場合が多い。その場

合、①共同で出店する、②期間を限定する、③協定締結都市等の協力を得て出

店費用を抑えるなどで既に県内で行っている自治体もある。 

 平成 26 年 11 月現在、首都圏等における県及び県内市町村のアンテナショッ

プ、観光・物産拠点等は以下のとおりである。 

 

No 自治体名 名 称 住 所 電話番号 

１ 福島県 日本橋ふくしま

館 MIDETTE 

東京都中央区日本橋室町

4-3-16柳屋太洋ビル 1F 

03-6262-3977 

２ 

 

福島県 

 

福島県八重洲観

光交流館 

東京都中央区八重洲

2-6-21三徳八重洲ビル 1F 

03-3275-0855 
 

３ 

 

棚倉町・

西会津町 

 

福島県棚倉町・

西会津町アンテ

ナショップ

Kura-Cafe 

神奈川県横浜市鶴見区佃野

町 25-2 

 

045-574-3317 
 

４ 

 

塙 町 

 

ダリちゃんショ

ップ 

東京都葛飾区西新小岩

1-7-12 グリーンハウス１

F（火曜日、金曜日のみ営業） 

080-1669-313
1 

５ 

 

 

湯川村・

会津坂下

町 

湯川村・会津坂

下町アンテナシ

ョップ 

東京都葛飾区東金町

1-18-10 

(期間限定) 

0242-83-5711 
（会津坂下町役

場商工観光班） 



45 
 

６ 

 

 

 

会津美里

町 

 

 

会津美里町アン

テナショップ

「會津問屋」 

 

東京都世田谷区北沢

2-37-17 

(平成 26 年 10 月 7 日（火）か

ら 12 月 28 日（日）まで) 

03-6796-2933 
 

 

 

７ 

 

 

 

会津若松

地方産物

販売促進

協議会 

会津ふるさと居

酒屋「よってが

んしょ」 

東京都中央区銀座６丁目４

番１８号 マキシドピアビ

ル １Ｆ 

 

03-5537-5702 
 

 

 

 

なお、一般財団法人地域活性化センターが平成 21年度から行っている「自治

体アンテナショップ実態調査」の調査対象先の決め方を自治体アンテナショッ

プの要件とすると、以下のとおり整理できる。参考までに記しておく。 
 
自治体アンテナショップとは、単なる観光物産案内所ではなく、地域の総合

情報を受発信するとともに、特産品販売施設や飲食施設等を設置している店舗

をいう。そのうえで、以下に該当するものを指す。 
１．自治体が主体となって設立した施設（運営は民間企業等でも可） 
２．常設施設であること。短期間（1 年以内）で終了する営業は含まない 
３．観光案内所・事務所機能のみの施設は含まない 
４．道の駅、直売所は含まない 

出所：「自治体アンテナショップ実態調査」一般財団法人地域活性化センター  
 
（10）公的機関の活用 

 首都圏における申請し承認されれば出展可能なイベント場所で主要なところ

は以下のとおりである。積極的に活用したい。 

 もちろん、首都圏の自治体や商店街などとのつながりで出展可能な場所はこ

のほかにもたくさんあると思われる。 

 詳細は、以下の団体まで問い合わせいただくか、福島県東京事務所

（03-5212-9050）まで問い合わせ願いたい。 
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No 団体名 場 所 住 所 電話番号 

１ 

 

一般財団法人地域

活性化センター 

日本橋イベント

スペース 

東京都中央区日本

橋 2-3-4 日本橋プ

ラザビル南広場 

03-5202-6138 
 

２ 

 

 

東京都（産業労働

局観光部企画課企

画係全国観光ＰＲ

コーナー担当） 

東京都庁第一本

庁舎 2 階「全国

観光ＰＲコーナ

ー」 

東京都新宿区西新

宿 2-8-1 

 

 

03-5320-4766 
 

 

３ 福島県 日本橋ふくしま

館 MIDETTE 

東京都中央区日本

橋室町 4-3-16 柳屋

太洋ビル 1F 

03-6262-3977 

４ 

 

福島県 

 

福島県八重洲観

光交流館 

東京都中央区八重

洲 2-6-21三徳八重

洲ビル 1F 

03-3275-0855 
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（参考）地域資源を活かした商品開発について 

（１）食材 

①食材のテキスト化と食のワークショップ 

各市町村とも地域の特産品等を原料とした商品を開発・販売するということ

は、自分のまちの地域資源を見つめ直し、その活用の可能性を考えるという意

味で大いに意味があるし、地域振興策の基本中の基本でもある。 

しかし、どの地域資源を活用するかは地域で決めるとしても、それが「どん

な」地域資源なのか、そして「どのように」活用できるのかといったことを 深

く突き詰めないままその素材としている地域が多い。 

 そのような場合、その素材の本質がわからず他人に説明できないばかりか、

応用が効かないため他の食材等とのコラボレーションもできず大きなチャンス

を逃す等の問題も懸念される。 

食総合プロデューサーの金丸弘美氏は、こういったことがないよう、食材の

テキスト化とその有効活用のための食のワークショップを推奨している。テキ

ストとして「どんな」素材なのか、食材の背景・歴史・文化から記載するとと

もに、ワークショップの結果として実際に「どのように」活用できるかまで、

当該テキストに記載し 冊子として地域住民や観光客と情報共有することで

様々な効果が期待できる。 

 

（参考）金丸弘美氏「食文化のテキスト化とワークショップから創造する地域

のブランド事業」より一部抜粋 

食やブランドを伝えるもっとも具体的な方法は、地域の食の調査を行い食

材のテキストを作成して、料理までを作るワークショップ（参加型講座）を

行うことだ。 

食材の背景、歴史、文化、環境、地域、品種、栽培法、加工法、味の違い

までを調べ、それをもとに公開で料理までおこなうのである。 

地域の食のブランド化や、食を取り入れての観光事業をするにも販売を行う 

にも食材の調査は欠かせない。 

食材のテキストがあり、生産者や料理家が参加すれば、素材の持ち味から、

食べ方、地域の文化や、新しい料理の展開まで、だれにでもわかる。地域の

個性も明確に打ち出すことができる。 

またたびたび問題となる食品偽装にも背景がわかるテキストがあれば明快

な解答をだすことができる。 

テキスト作成は、地域の食からブランド化をうながし、地域のために経済

を作る基本のマーケティングでもあるのだ。 
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 具体例として、常陸秋そば発祥の地である、茨城県常陸太田市では、常陸太

田の「ソバ（蕎麦）の話」として、蕎麦のテキスト（小冊子）を作成している。 

（http://www.banraisya.co.jp/kanamaru/data/rensai/pdf/rensai07001.pdf） 

このような取り組みは、食材を活用した地域振興を実施する場合、必須の作

業だと思われる。 

なお、テキスト化やワークショップは食に限らず、地域のすべての資源・素

材にも応用可能だと思われる。この資源をどうしようかと考える際には、事前

にこういったテキストを作成しておくことが有用である。 

 
②商品化のポイント 

 ①を経て商品化する際には大きく三つのポイントがあると考える。 
第一に、あくまで顧客目線、商品を買う側の視点で考えることである。買う

側からすれば、地域独自の珍しい原材料という付加価値はあるにしても、でき

れば安くて、美味しいものを望んでいるのは言うまでもない。いくつかのまち

の特産品には「珍しい」という点に特化しすぎた商品が散見される。商品開発

の際にはあくまで美味しいという点を突き詰めるべきで、珍しいという点は副

次的なものにすべきである。でなければその珍しい原材料自体の評判も落ちる

ことになりかねない。 
第二に、上記にもつながることだが、今後の展開も見据えたものにすべきで

ある。イベント限定で新しい商品をテスト販売するということをやっているケ

ースも見られるが、試作品のテストならテストで無料提供しアンケートを取る

ようなやり方をやったほうがよい。試作品のコスト回収という意味合いもある

のかもしれないが、中途半端なもの（作り込みがたりない、思いつきで作った

ようなもの、単なる語呂合わせの商品など）を販売するとこのまちの食べ物は

美味しくないというまち全体に負の評判がずっとついてしまうことになりかね

ないからだ。 
第三に、商品ごとに販売を目指す顧客層（ターゲット）は誰かということを

明確にすることである。このあたりが曖昧になると商品のパッケージとのミス

マッチが起こったり、販売戦略が思わぬ方向に行ってしまったりしてしまう。

例えば、若い女性が多いような企業に出張出店したような場合に明らかに場違

いな商品を並べてしまうということにもつながりかねない。 
 要は商品開発は、自己満足に陥らないよう顧客目線で考えることが重要であ

り、民間では当然のことである。公社等が主となって商品を考えるとマーケッ

トリサーチ不足からか上記のようなことが起こってしまっているケースが散見

される。まずは自分が本当にお金を出して買っても良いと思う商品かどうか熟

http://www.banraisya.co.jp/kanamaru/data/rensai/pdf/rensai07001.pdf
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考したあとで販売することが賢明である。 
 
（２）観光資源 

①観光資源の発掘 

 PR には、いうまでもなく、まずは市町村ごと観光資源の発掘が大事である。

地域の観光資源について、商工団体をはじめとした関係者や専門家、よそ者（で

きれば外国人）を入れてワークショップ等を開催し自分達の地域の宝を確認す

る作業を、少なくとも 5 年程度おきに定期的に行いたい（例えば、10 年計画の

長期総合計画の策定時と中間点検時とか）。 

 観光資源を考える際には旅行者目線で考えることが重要であり、必ずしも昔

からの著名な寺社仏閣や温泉などだけではない。その上で、（１）でも言及し

た地域資源のテキスト化とその活用のためのワークショップを行いたいもの

である。 

なお、多くの識者が語る福島県の最大の観光資源は、その「人柄」だという

ことを認識しておくべきである。 

 

（大内宿）             （塔のへつり） 

 
 

②着地型観光への取り組み 

 従来は旅行会社等が①の観光資源を取材したり、自治体に情報提供してもら

ったりすることで旅行商品を企画・提供していたが、今後は、地域側から地域

の素材を活用し滞在プログラムを提案する、着地型観光に大手旅行会社も力を

入れていくという。 

地元の旅行会社、商工団体、自治体等の地域のステークホルダー（利害関係

者）はこれに対応し、専門家から地域住民まで様々な意見も聞きながら、自ら

旅行者の滞在プログラムを考え地域活性化につなげるべきである。 
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（着地型観光とは） 
着地型とは、これまでの旅行商品が都市部の旅行会社で企画・造成される「発

地型」であったのに対し、旅行目的地側主導で行うことを指す。これまでは、

旅行者のニーズを把握し情報を発信するのに便利な発地型が大半だったが、消

費者志向の多様化にともない、地元の人しか知らないような穴場や楽しみ方が

求められるようになり、着地型が見直されている。地元にとっても新しい観光

素材を掘り起こし、都市部の旅行会社に提案する着地型が地域おこしにつなが

るとして力を入れている。 

出所：JTB 総合研究所ホームページ 

 

ただし、着地型観光は受け入れる自治体側の規模や観光資源の量等にもよ

るが、地域の生業や伝統・文化をコンテンツとするその性格上、かつてのバ

スで都会から大人数で旅行者が大型ホテルに乗り付けるような、必ずしも地

域に莫大な経済効果や雇用を生むものではない点にも注意が必要である。 

  もっとも、今後、人口減少や高齢化がさらに進展する中山間地の里山など

は、地域づくりのみならず高齢者の生きがいづくりの視点からも、無理のな

い範囲で地道に活動すべきである。それによって、訪問者が当該地域のファ

ンになり、交流人口のみならず、定住人口の増加にもつながる可能性がある

からだ。 

  なお、着地型観光の滞在プログラムを検討する際には、平成 25 年 3 月に

国土交通省観光庁観光地域振興部観光資源課が公表した「地域発 滞在プロ

グラムの手引き～地域の目指す姿に近づくための PDCA サイクル推進～」

が参考になる。（http://www.mlit.go.jp/kankocho/taizai_tebiki.pdf） 

 

（参考）「地域発 滞在プログラムの手引き」 

以下の滞在プログラムでは、「その土地を訪れる多くの旅行者に、その地域

ならではの体験・出会いがあり、旅行の魅力が伝わり、旅行者の満足度が高ま

り、旅行者が多くなることで、地域の活性化につながる」ことを最終的なゴー

ルに見据えるとともに、滞在プログラムの顧客満足度向上を目指し、PDCA サ

イクルの流れに沿って記載している。大まかな流れをイメージできるよう本稿

では目次のみ記載する。 

http://www.mlit.go.jp/kankocho/taizai_tebiki.pdf
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●滞在プログラムの計画（PLAN） 

【PLAN1】地域資源の洗い出し・棚卸し 

【PLAN2】地域資源の選択・組み合わせ 

【PLAN3】滞在プログラムのターゲット旅行者設定 

【PLAN4】旅行者の旅行中の「過ごし方」設定 

【PLAN5】滞在プログラムの位置づけ整理 

【PLAN6】外部の目を活用した滞在プログラムの磨き上げ 

【PLAN7】リピート旅行者へ育てるコンテンツの検討 

【PLAN8】価格検討・決定 

【PLAN9】流通・プロモーション計画立案 

【PLAN10】実行計画のまとめ・共有・実施スケジュールづくり 

●滞在プログラムの実行（DO） 

【DO1】滞在プログラムの実施体制の設計 

【DO2】連携・協力依頼先事業者との折衝 

【DO3】自社ホームページ等への掲載 

【DO4】旅行会社主催ツアーへの滞在プログラム組み込み提案 

【DO5】自地域・近隣地域での滞在プログラム周知 

●滞在プログラムの評価（CHECK） 

【CHECK1】滞在プログラム参加者の評価の収集 

【CHECK2】滞在プログラム実施主体者による振り返り 

【CHECK3】協力者・連携先など地域内での振り返り 

【CHECK4】他地域の滞在プログラム実践者と行う振り返り 

●滞在プログラムの改善（ACTION） 

【ACTION1】改善策の策定／協力者・連携先との共有 

   着地型観光の提案・実施主体は、最終的に地域にお金が落ち、地域活性化

につながり、地域の生きがいづくりにつながれば、当該提案・実施主体が必

ずしも会社組織になる必要はない（例えば自治体や商工団体などが主体とな

った協議会方式など）。しかし、事業の持続可能性を考えれば、やはり会社

組織となり、相応のリターンがあったほうがよいのは言うまでもない。 
 
   一つの成功例としては、主に修学旅行生の受け入れに取り組む長野県飯田

市の南信州観光公社（http://www.mstb.jp/）がある。平成 13年 1月に長野

県南部の下伊那 15市町村と民間企業・団体により設立され、「伊那谷の大自

然とそこに生きる人々の協力/連携により、様々な分野での“ほんもの体験

プログラム”コーディネート」（南信州観光公社ホームページより抜粋）を 

業務としている。旅行業 2 種の登録を行いパッケージ化した旅行商品を県内

http://www.mstb.jp/
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外の旅行会社に販売し、2 億円程度の売上があるようだ。 
   当社のすごいところは、その体験プログラムの多彩さである。参考のた

めメニューのみ記載する。 
 
＜アウトドア・アクティビティ＞ 
天竜川ラフティング、渓流釣り、乗馬、大平宿原 生活体験、野外キャンプ、

マウンテンバイク、スノーシュートレッキング、名山トレッキング、パターゴ

ルフ 

＜味覚体験・食文化＞ 
 そば打ち体験、五平餅作り、イチゴジャム作り、田舎料理体験、よもぎ餅

作り、イチゴ狩り、ブルーベリージャム作り、アップルパイ作り、小京都飯

田歴史散策と和菓子探訪の旅 

＜農業体験＞ 

 農家民泊、田植え、りんごの摘果（花）、酪農農家体験、森林営林、稲刈

り、野菜収穫 

＜伝統工芸・クラフト創造＞ 

 草木染め、土笛作り、おもしろ化学実験 モデルロケット、紬の機織り、

炭焼き、陶芸、木工製作、おもしろ化学実験 サイエンスショー、寄せ植体験 

＜環境学習・自然散策＞ 

 巨木と語る、飯田線ウォーキング、絶滅危惧種の実態と保護考察、高原散

策、桜守の旅、南信州フォトガイドの案内 

（注）太字は別途料金が発生するオプションメニュー。 
出所：南信州観光公社ホームページから抜粋・編集 

 

（３）人材育成 

＜民 間＞ 

①生産者に販売現場を見せる 

まずは農家や伝統工芸の職人などの生産者に販売の現場に立って消費者と

直にコミュニケーションをとることで、現場の声を聞いてもらい、モチベーシ

ョンを上げたり、消費者の声を生産にフィードバックしてもらうことが大事で

ある。生産者に、誰が、何を、どこで、いつ、何を目的に、どうやって買うの

か等を実感してもらえれば今後の仕事への取り組み方が変わってくるはずで

ある。 

例えば、車社会の地方と電車で移動するのが普通な都会とでは大きさや重さ

も考慮する必要があるうえ、都会では単身者や独身者も多いので、そういった

点も考慮した商品づくりを進める必要がある。 
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②生産者に成功体験をしてもらう 

生産者に小さくても成功体験をしてもらうことがモチベーションにつなが

る。例えば、①の販売現場で消費者においしいと声をかけてもらったり、ちょ

っとした工夫（例えば、商品のパッケージを変えた、パッケージ内の商品の並

べ方を変えたなど）で前回よりも売上が伸びた、そういう成功体験の積み重ね

がモチベーションのアップやさらなるイノベーションにつながる。 

 

③販売する側の人間が商品をよく知る 

 市町村の物産販売拠点、道の駅、JA の直売所等地元特産品を扱う店舗では、

少なくとも当該特産品については、販売員が商品の中身や味のみならず、それ

が当該地域でつくられている背景やうんちくの類まで知識を共有しているこ

とが理想である。 

 例えば、先の茨城県常陸太田市の「ソバ（蕎麦）の話」には、ソバとは何か

という基本情報からはじまり、大見出しだけ転記すると、「ソバの起源」、「ソ

バの語源」、「ソバの品種」、「そばの花と昆虫」、「常陸太田市の概要」、

「常陸太田市のソバのはじまり」、「そば作りに適した風土と環境」、「「常

陸秋そば」発祥の地（常陸太田市金砂郷地区）」、「品種の管理」、「そば街

道」、「商標登録「金砂郷そば」」、「常陸秋そばの品種特性」、「そばの栄

養」、「常陸秋そばのできるまで」、「常陸秋そばのそば粉を買えるところ」、

「そば用語集」、「そば打ち入門」といったありとあらゆる情報が盛り込まれ

ている。 

 少なくとも地元の名産品と銘打っている商品については、勉強会でも開いて

関係者全員がこのレベルまでの情報を知っておきたいものである。 

 

④同業者のやり方を学ぶ 

 いうまでもなく、売上が芳しくない店舗等では経営上、大なり小なりの問題

を抱えていると思われる。また、観光・物産の PR のためと割り切って赤字覚悟

で各種イベントに参加することもあるだろう。しかし、赤字が続くようでは結

局は行き詰まってしまう。 

 こういう場合の解決策として、同じような条件でうまくいっている同業他社

の視察に行くことをオススメする。その際、やはり県内だとライバル的な側面

もあるので、思い切って西日本方面など遠方を訪問したらどうだろうか。 

そこで重要なことは話だけ聞くのではなく、情報提供あるいはノウハウの交

換は現場で受けることである。同業の方と話したり見たりしている間に自然と

自分達の課題が浮き彫りになってくるはずである。 
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よほどのことがない限り実は課題は既に自分達で気付いており、話をすると

いうことはそれを整理するということでもある。 

 

＜自治体職員＞ 

①まずは自分達のまちを熟知する 

わざわざ書くまでもないが、自治体の観光物産振興の基本中の基本は、自分

達のまちのことをよく知ることが大前提である。自分のまちの見どころ、うま

いものは当然のこととして、そういったものの歴史的な背景からはじまり、食

や観光資源のプラスアルファのところまで②で紹介する手法などを用いて深く

知っておくとともに冊子等に残しておきたい。 

 なお、自分達のまちのことを勉強する際には、必ずその現場に行って体験し

たり食べたりすることが重要なことはいうまでもない。そういった経験が第三

者に説明するときに拡がりを持たせるからである。 

 

②素材のテキスト化とワークショップ 

 自治体における地域振興の基本が地域の宝を見つめ直すことであるのと同じ

ように、観光物産振興の基本も地域の素材を洗い出すことが必要である。 

 その方法の一つとして、47～48ページにも掲載した、食環境ジャーナリスト、

食総合プロデュサー 金丸弘美氏が提唱する食材のテキスト化と食のワークシ

ョップの手法が参考になる。繰り返しになるが、食以外の地域の宝も同様の取

り組みを行い、宝自体をよく知るとともに、その活用の仕方を関係者全員で議

論すべきである。 

  

③他自治体職員どうしの情報交換 

 既に各振興局単位で情報交換的なことはやっているとは思うが、全県的かつ

定期的に情報交換の場を設けたい。例えば食であれば、それぞれの地域の素材

をマッチングすることによって新たな特産品が開発される可能性もあるから

である。②のような食の素材のテキストを市町村ごと持ち寄って、県全体で食

のワークショップを行うことでマッチングを図ることができるのではないか。 

 

④市町村どうしでイベント等の共同開催 

 これも既に行われていることではあるが、首都圏などで行われる各種イベン

トに出展するときには、単独の市町村で参加するのもよいが、可能であれば周

辺市町村と合同で参加するとアピール度がアップする。どうしても首都圏など

では個別市町村だけだと一般的にネームバリューが劣るからである。 

 さらに首都圏などに常設のアンテナショップを出店するときにも、例えば、
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棚倉町と西会津町が行っているように地域性が異なるまちどうしが共同で出

店することも、客にとっては興味深いと思う。 

 

「福島県棚倉町・西会津町アンテナショップ kura-café」 

（http://kura-cafe.sakura.ne.jp/） 

 

（４）伝統工芸品 

 地域の伝統工芸品を昔ながらの手法により生産し販売することは地域のア

イデンティティ構築の上でも非常に重要なことであり、地域の宝として、非効

率ではあっても続けていかなければならない。 

 一方で、消費者の目を意識し、時代の要請に合う新たな付加価値を付けた商

品も開発していかなければならない。売れなくても残さなくてはならないが、

残すためには売れたほうが良いのはいうまでもない。 

 伝統工芸品の継承には、文化的な価値のあるものに加え、普及品としての存

在も必要で、普及品によって伝統工芸の裾野が形成され、そこから伝統工芸継

承の客側の担い手も輩出されていくのである。 

ところで、イベントにおいて伝統工芸品などを PR する場合、その場で作製

作業を体験してもらうコーナーを設ける場合がよく見られる。これはこれで良

いが、実は客が見てみたい、やってもみたいのはもっと違うところにあるので

はないかという視点で随時検討していくことが重要ではないか。素材のつくり

方までさかのぼって考えてみると意外と、客にとって面白いと思える場面が見

つけられるかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kura-cafe.sakura.ne.jp/
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＜参考文献等＞ 

（ヒアリング相手方） 

○一般財団法人地域活性化センター「地域づくり」副編集長、振興部地域づく

り情報課 参事 畠田 千鶴氏 

○福島県八重洲観光交流館 館長 富田 潤也氏 

○日本橋ふくしま館-MIDETTE(ミデッテ) 副館長 櫻田 武氏 

○元福島県八重洲観光交流館スタッフ 

 

（講演） 

○平成２６年度第１回政策研究会 平成２６年５月２８日(水) 

演 題：「福島県と里山資本主義」 

 講演者：株式会社日本総合研究所 主席研究員 藻谷 浩介氏 

○平成２６年度第２回政策研究会 平成２６年６月２４日(水) 

演 題：「総合マネジメント力が地域の経済を創る」 

 講演者：食環境ジャーナリスト、食総合プロデューサー 金丸 弘美氏 

○平成２６年度第５回政策研究会 平成２６年８月２０日(水) 

演 題：「未利用資源を活用した持続可能で豊かな地域づくりを考える～里山

資本主義的地域づくりの研究～」 

 講演者：福島大学経済経営学類 教授、うつくしまふくしま未来支援センタ

ー 副センター長 小山 良太氏 

 

（参考文献） 

○「実践！田舎力 小さくても経済が回る 5 つの方法」（2013 金丸弘美 NHK

出版新書） 

○「地域ブランドを引き出す力」（2011 金丸弘美 合同出版） 

○「田舎力 ヒト・夢・カネが集まる 5 つの法則」（2009 金丸弘美 NHK 出版 

生活人新書） 

○「そうだ、葉っぱを売ろう！過疎の町、どん底からの再生」（2007 横石知二

ソフトバンククリエイティブ株式会社） 

○「よくわかる 加工特産品のつくり方、売り方」（2011 鳥巣研二 出版文化

社） 

○「里山資本主義」（2013 藻谷浩介・ＮＨＫ広島取材班 角川ＯＮＥテーマ２

１） 

○「地域ビジネスとして発展するインバウンド観光」（2013.3 (株)、日本政

策投資銀行、(株)日本経済研究所） 

○Ｊ－ＮＥＴ２１（中小企業ビジネス支援サイト）http://j-net21.smrj.go.jp 

http://j-net21.smrj.go.jp/
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独立行政法人中小機構 

○「インバウンド観光施策の現状と課題」（2014.3 一般財団法人地域活性化セ

ンター） 

○「自治体アンテナショップ実態調査」（2009～ 一般財団法人地域活性化セン

ター） 
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