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福岡県久留米市視察概要

１　日時

　　平成２４年１０月２２日（月）午後１時３０分から午後３時まで

２　視察先

　　福岡県久留米市

　　（H24.10.1時点　人口：305,470人、面積：229.84k㎡）

３　対応者

　　公益財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会

　　　事業推進課　イベントプロデューサー　　松田　憲之　氏

４　視察者

　　市民部市民課　　　　　　係長　　林　　宣宏

　　企画部情報システム課　　主事　　杉本　陽平

　　建設部都市計画課　　　　主事　　柴田　進太郎

５　配布資料

　・第３回B-1グランプリ in KURUME 公式ガイドブック（H20.11.1、2開催）

　・第１回KYUSHU B-1グランプリ（H21.11.7、8開催）

　・くるめ食の八十八ヶ所巡礼の旅

　・くるめ食の祭典開催計画書（提案書）

６　概要

　(1) 第３回B-1グランプリ in KURUME の概要

　　・平成２０年１１月１日（土）、２日（日）に開催。

　　・会場は、以下の３つであった。

　　　東町公園（西鉄久留米駅から徒歩５分、稲荷公園程度の広さ）

　　　三本松公園（諏訪公園程度の広さ）

　　　両替町公園（市役所横、諏訪公園程度の広さ）

　　・市、イベント規模については以下のとおり。参考として、今年度に開催された

　　　北九州大会についても記載する。

久留米大会（第３回） 北九州大会（第７回）

人口 （H20.1.1時点）304,723人 （H24.10.1時点）971,788人

面積 229.84k㎡ 488.78k㎡

出展者数 24団体 63団体

来場者数 20.3万人 61.0万人

　(2) B-1を開催する前の久留米市

　　・郊外に大型商業店舗（ゆめタウン）ができ、商店街アーケードの空き店舗率が

　　　上がっていた。

・もともと久留米市は「とんこつラーメン発祥の地」とされており、日経新聞の

野瀬氏の勧めもあり、平成１１年にとんこつラーメンでまちおこしをしようと、
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「久留米・ラーメンルネッサンス委員会」を立ち上げた。

・同委員会で、ラーメンフェスタを開催（農業まつりと抱き合わせで）し、すご

い人が来場し盛況だったが、イベント資金が続かなく、自然消滅した。

・その後、人口あたりの焼き鳥店の数が日本一ということがあり、焼きとりの会

を立ち上げ、焼きとりフェスタを開催した。焼きとりフェスタは、イベント資

金があまりかからず（200万円程度（場所は市の施設であり無料、設備も炭があ

ればよい、売上げの10％出展料））、来場者も約２万人のイベントであり、コ

ストパフォーマンスに優れていた。

　(3) B-1を開催するにあったって

ア　ボランティア等の体制について

　・総勢250名程度で、中心は、商工会議所、JC、YEGであった。

　・その他は、市役所（20名）、おかみさん会（30名）、あとは高校性、大学生

　　等のボランティアだった。

　・各役割の部隊に、JC、YEGのリーダーをつけ、あとはマニュアルを配布するこ

　　とで組織した。JC、YEGは、イベント慣れをしていた。

イ　３会場が離れているが、その間をどのようにしたか。

　・シャトルバスについては、ゆめタウンからのみであり、会場間は歩いても

　　らった。

・B-1の時は、どれくらいの人が来場されるか不明で油断していたが、その後

の九州大会のときはおもてなし（お茶を出す、休憩させる等）についてお店

にお願いした。

ウ　その他

　・地元警察へのあいさつが必要。

　・久留米大会と現在では規模も内容も変わっているため、愛Bリーグ事務局を

　　通じて、姫路市の鯉塚氏、北九州市の東氏、松本氏を紹介していただくとよ

　　い。

　(4) B-1開催後はどのようになったか

・B-1でやきとりが有名になったため、もともとのとんこつラーメン、筑後うどん

等の業種も盛り上がり、愛Bリーグのルールである、１都市１グルメが守れな

くなり準会員となった。ただし、愛Bリーグも了解済みであるが、「B級グルメ

の聖地（まち）」と名乗ってよいこととなり、現在はそれを売りにしている。

・テレビのローカル局が、グルメの時は久留米を取材してくれるようになり、久

留米の報道数が増えた。

・市民、事業者の意識が変わった。市民については、久留米市のことを自慢する

ようになり、事業者は、PRすれば儲かるという意識になった。

・B-1開催後１年で、商店街アーケードの空き店舗率が下げ止まった。

　(5) B-1を一過性のものにしないための取組み

・B-1開催の１年後の平成21年 11月 7、8日に、B-1グランプリ第１回九州大会を

開催した。また、平成24年 3月 24、25日に、九州B-1フェスタin久留米を開

催している。

・「八十八箇所巡礼の旅」を開催。今年で４回目の開催となる。
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・「久留米泊ビジネスパック」について、数件でてきた。

・「筑後SAKEフェスタ」を秋に開催している。

・「食文化NPO設立」については、やきとり、とんこつラーメン、筑後うどんの

連携が始まり、B級グルメの聖地久留米実行委員会を含んで広がりを見せている。

７　所管

・今回視察した久留米市については、B-1グランプリをきっかけに事業者の意識が変

わり、様々な業種が盛り上がり、その結果愛Bリーグからは脱退する形になった

が、地域の活性化としてはうまくいっている事例だと感じた

・テレビのローカル局がグルメといったら久留米ということで取材を頻繁にしてく

れ、市民についても自分のまちを自慢するようになったことは大きい。

・B-1後については、「B級グルメの聖地」と名乗って様々なグルメイベントを実施

しているが、これは久留米市特有なものであり、本市においては別の形でPRして

いく必要がある。
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神奈川県厚木市、静岡県富士宮市視察概要

１　視察先及び日時

　(1) 神奈川県厚木市（H24.3.1時点　人口：224,039人、面積：93.83k㎡）

　　　平成２４年１２月２０日（木）午前１０時から午後０時まで

　(2) 静岡県富士宮市（H24.12.1時点　人口：135,607人、面積：388.99k㎡）

　　　平成２４年１２月２０日（木）午後２時４５分から午後４時４５分まで

２　視察者

　　市民部市民課　　　　　　　　　　　係長　　　　林　宣宏

　　企画部企画政策課　　　　　　　　　主査　　　　橋爪　共弘

　　企画部情報システム課　　　　　　　主事　　　　杉本　陽平

　　総務部市民税課　　　　　　　　　　主事　　　　芳賀　麻美

　　総務部資産税課　　　　　　　　　　主事　　　　松田　佳久

　　総務部資産税課　　　　　　　　　　事務員　　　磯部　晴菜

　　経済環境部商工観光課　　　　　　　主事　　　　山本　将史

　　建設部道路建設課　　　　　　　　　主任　　　　田辺　拓也

　　建設部都市計画課　　　　　　　　　主事　　　　柴田　進太郎

　　市民病院医事課　　　　　　　　　　主事　　　　羽田野　恵理子

　　いなり寿司で豊川市をもりあげ隊　　研究部長　　藤井　雅大

３　視察内容

　　別紙「視察概要」のとおり

４　所感等

　(1) 今後本市に取り入れたいこと

・職員の意識を高める（「おもてなし運動」の展開）

　　　（接遇満開キャンペーンとタイアップ）

・市民への積極的なＰＲ（新聞等）

・他の地域資源のＢ－１を通じたＰＲ

・他の地域資源に関わる人材の発掘

・他のご当地グルメへの積極的なアプローチや掘り起こし（食イベントの継続）

・Ｂ－１後のまちおこしの具体的計画の策定（官民協働）

　　⇒シティセールスとの関係の明確化

・Ｂ－１来場客向けに、観光スポット・お土産リストの作成

　(2) 留意したほうがよいと思ったこと

・フードイベントの展開へ安直につながりやすいが、厚木・富士宮とも素地が異

なること（元よりイベントがある、フードバレー構想）を留意して検討する必

要がある。（本市には市民まつりがあるが、フードイベントはない。）

・グルメ素材だけでは限界がある。グルメ以外の幅広い資源活用が必要。

・商店街振興や観光地振興につながる仕掛け作りが必要。

・市民レベルの人材の発掘と有意義な連携が必要。

　(3) その他所感

・Ｂ－１を実施した先進地でも、特定のグルメだけでは限界がある現状が確認で
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きた。他のグルメや、観光資源、他産業、教育、福祉などを連携させ、中・長

期的な幅広い展開が必要であると感じた。

・市職員の想いが何よりも大切であると感じた。事務局一任ではなく、自分（た

ち）に何ができるかを積極的に考える姿勢とその仕掛けが重要になると思う。

・行政の役割を改めて考える必要があると感じた。

・Ｂ－１事務局とは別組織で、Ｂ－１後を見据えた活動を行っていくべきである。
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視察概要

１　神奈川県厚木市

　(1) 対応者

　　　厚木市産業振興部　　　　　　　　　次長　　　荒井　英明　氏

　　　厚木市市街地整備部あつぎ元気館　　課長　　　佐藤　明　氏

　　　厚木市財務部財政課　　　　　　　　副主幹　　能條　隆広　氏

　　　厚木市産業振興部商業にぎわい課　　副主幹　　熊坂　修　氏

　　　厚木市市街地整備部土地利用推進課　係長　　　戸井田　和彦　氏

　　　厚木市観光協会　　　　　　　　　　事務局長　須藤　兼之　氏

　　

　(2) 配布資料

　  ・B-1グランプリ（ご当地グルメ）を通じたまちおこしに関するアンケート調査

　　　（回答）

　　・第５回B-1グランプリ in ATSUGI 公式ガイドブック

　　・B-1グランプリ以降のイベントの推移 

　　・「ようこそあつぎへ」おもてなしプロジェクト

　　・厚木シティセールスガイド

　　・あつぎOECフード

　　・第５回かながわフードバトル in あつぎ

　(3) 内容

　　ア　B-1グランプリ in ATSUGIの概要

○　平成２２年９月１８日（土）、１９日（日）に開催。

○　出展４６団体、来場者４３万５千人（１日目１７万５千人、２日目２６万

人）。

○　チケットは、１億２千万円であった。

○　会場は、第１会場（イトーヨーカドー駐車場）、第２会場（厚木野球場）

の２会場で行った。

○　同時開催イベントとして、神奈川食の祭典「ロコフードフェスタ

KANAGAWA」を開催した。会場は、厚木中央公園で行った。

○　厚木市では、戦前より花火大会を行っており、毎年５０万人が来場されて

いる。こういった土壌もあり、B-1を受け入れることもできた。市の職員も３

００人規模でサポートしており、大きなイベントには慣れていた。

○　市で警備計画を作成した。設計としては、１日１０時間と考え、イトー

ヨーカドー１万２千人、厚木野球場４万２千人、厚木中央公園１万６千人の

合計７万人と想定した。

○　ボランティア４，０００人（市の職員含む）。市の職員は、職務命令とし

て１，０００人以上を動員した。ボランティアの中には市の職員も１００名

程度いた。市の職員は、逃げず対応したため、大変助かった。説明会につい

ては、１回行ったのみである。

○　全職種に基本的なマニュアルを作成し、職種毎に責任者を割り当てた。責

任者は、３０代後半から４０代の市職員を割り当て、責任を持たせた。１日

目が終わった後、ある責任者の提案で責任者会議を行い、意見を交わすこと

別紙
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で意思統一を図ることができ、無事終えることができた。

○　庁内では、「「ようこそあつぎへ」おもてなしプロジェクト」を実施し、

現在でも継続している。

　　イ　B-1グランプリ以降のイベントの推移　　　　

○　B-1グランプリの開催前から行っている「かながわフードバトルinあつ

ぎ」を引き続き行っており、今年度で５回目となった。毎年ゴールデン

ウィーク中に行っている。

　　もともとは中心市街地の商店街連合会が主催しており、平成２２年度のB-1

の年は、B-1のプレ大会として位置付け、B-1実行委員会が実施主体を引き受

けて、様々なテストを行った。なお、４回目以降については、商店街連合会

が再び実施主体となっており、行政の関わりについては、２００万円補助し

ているのみである。

○　平成２４年度からは、「かながわフードバトル」に加え、完全野外のス

イーツイベント、県内のご当地キャラクターを集めたイベント（２０キャ

ラ）を同時開催することで、前年度の約２倍以上の集客を獲得した。なお、

実際の集客数は、１３万人（フード８万人、スイーツ２．５万人、キャラ２．

５万人）である。

○　平成２５年度については、過去のグルメイベントの見直しを行うとともに、

好評を得たスイーツイベントの内容の充実を図っていく予定である。

○　その他の主なイベントとして、「あゆまつり」「国際大道芸」「桜祭り」

があり、B-1グランプリ以降のイベントにはご当地グルメを多く盛り込み実施

している。

○　今後の課題としては、過去の人気イベントに固執することなく、時代の

ニーズに合ったイベント設計が求められており、おもてなしの心を第一に観

光客誘客や中心市街地活性化を担うイベントを継続していくことで、まちお

こしをさらに盛り上げていくことである。

　　ウ　B-1グランプリ後の市民等の意識

○　B-1後、多くのフードイベントを行うようになったが、市内外の飲食店が顕

著な反応を示しており、出店希望も多く、注目度は高くなっている。

○　ボランティア意識が高まった。

　　

　　エ　イベント以外の取組み

○　「あつぎOECフード」として、様々なコンテスト等で入賞した優れた食品

や、古くから市民に愛され続ける食品について、ブランド化の取組みを行っ

ている。

　　オ　B-1グランプリを振り返って

○　B-1グランプリそのものが厚木市の観光振興に役に立ったかと言われると、

正直わからない。知名度が上がったのは確かだが。

○　厚木市がシロコロ・ホルモンを活かしきれたかというと、全く活かしきれ

てない。観光協会でもシロコロ・ホルモンのマップを観光客に渡すが、認定

店のマップと、認定店ではないマップがあったり、一番おいしいのはマップ

に乗っていないお店だったりとちぐはぐしている。また、街自体もシロコ

ロ・ホルモンののぼり等が出ているわけでなく、盛り上がっていない。ただ、
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知名度は上がってるので、それを活かすと考えると、シロコロ・ホルモンを

どこでも食べれる物ではなく、厚木でしか食べれないという宣言をすれば、

厚木に人はきてくれると思うが、現時点では提案中でそうなるかわからない。

○　B-1は 大瞬間風速であり、ものすごい多くのお客さんがきていただける。

ただし、大切なことは、そのお客さんに何を持って帰っていただくかという

ことである。

○　その団体の本質は何かを探って、それをお客さんに知ってもらうことが大

切である。厚木では、現在自然を売り出しており、アウトドアを楽しんでも

らうイベントを年に２回行っている。そういうことでないと、恒常的な観光

客の増加は望めない。

○　B-1実行委員会としては無事故で終わらせることが大切だが、一方で知って

もらう何かの仕掛けをつくる組織も必要である。

○　観光協会や、全然関係ない民間団体等へ投げかけをしてみるのもよかった

と思う。その中で、ジョイントをするなど提案していけばよかった。

○　メディア対策が大切。B-1の取材というと、ヒューマンドラマが中心となっ

てしまっている。そういう物では、豊川市として全く意味がないので、そう

いう物を絡めて市をＰＲしていくことが大切。

　　カ　その他

　　　①　厚木シロコロ・ホルモン探検隊が愛Ｂリーグから脱退した理由

　愛Ｂリーグは、地域のまちおこしを目的に行っているが、シロコロ・ホル

モンは商業ベースに考えていくようになり、方向性が異なってきたため脱退

した。

　　　②　愛Ｂリーグから脱退した影響

　特にない。厚木シロコロ・ホルモン探検隊で認定店制度も行っているが、

主要なお店は入っていない。入っていないお店の中には、年間１億円以上の

売上げを上げているお店もある。

　　　③　現在の厚木シロコロ・ホルモン探検隊の活動内容

　隊長の中村氏が社団法人でまちおこし団体を設立し、その中で活動してい

る。活動内容としては、イベント出展に呼ばれて、出展をしている。行政と

しては、関わっていない。

　　　④　厚木シロコロ・ホルモンが富士宮やきそばや、横手やきそばのように広が

　　　　らなかった理由

　厚木シロコロ・ホルモンは、条件が厳しかった。その条件は、厚木市の屠

殺場で屠殺した豚しか厚木シロコロ・ホルモンとしないこととしたため、全

国的な広がりは見せなかった。
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２　静岡県富士宮市

　(1) 対応者

　　　企画部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部長　　　渡辺　孝秀　氏

　　　企画部企画課食のまち・フードバレー推進室　　　室長　　　塩川　有一　氏

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　主任主査　佐野　和成　氏

　　　（社）愛Bリーグ　　　　　　　　　　　　　　　代表理事

　　　NPO法人まちづくりトップランナーふじのみや本舗 理事

　　　富士宮やきそば学会　　　　　　　　　　　　　　会長

　　　富士宮市地域力再生総合研究機構　　　　　　　　代表

　　　（株）プロシューマー　　　　　　　　　　　　　代表取締役

　　

　(2) 配布資料

　　・B-1グランプリ（ご当地グルメ）を通じたまちおこしに関するアンケート調査

　　　（回答）

　　・B-1グランプリ in FUJINOMIYA

　　・B-1グランプリ in FUJINOMIYA NEWS

　　・富士宮やきそばの地域への波及効果

　　・富士宮やきそばブランド化の秘密

　　・地域食文化による中心市街地活性化事例集

　　・富士宮観光ガイド

　　・富士宮やきそばマップ

　　・鱒コミＭＡＰ

　(3) 内容

　　ア　B-1グランプリin FUJINOMIYAの概要

○　平成１９年６月２日（土）、３日（日）に開催。

○　出展２１団体、来場者２５万人。

○　会場は、富士山本宮浅間大社境内（児童公園ふれあい広場）で行った。

○　同時開催イベントとして、F-1ふじのみや食まつり（富士山ふるさと食堂、

どんぶり自慢コンテスト、軽トラやさい市、フリーマーケット、「B-1グラン

プリ」協賛店）、環境フェア、a-1アートギャラリーを行った。

○　B-1に対する補助は、県200万円、市200万円となっており、その他は協賛

金ややきそば学会の持ち出しで実施した。

○　来場者を１０万人と予測していたにも関わらず、２５万人が来場されたの

で、将棋倒し寸前で危ない状況だった。

　　イ　食のまち・フードバレー推進室の概要

○　富士宮市は、フードバレーということで食のまちづくりを進めている。そ

の調整役が食のまち・フードバレー推進室になる。

○　組織としては、企画部企画課食のまち・フードバレー推進室となっており、

室長１名、室員１名の２名構成となっている。

　　ウ　アンケート調査の補足

　　　①　１　市町村の現状

○　「交流人口」は、富士登山を目的とする方が多い。うち「やきそば店」

渡邉　英彦　氏
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への入込客は、３８．９万人となっているが、多いときは６０万人まで

いっていた。この増加については、やきそば学会の活動成果と言ってよい。

○　「ご当地グルメを扱う店舗数」は、現在約１５０店舗だが、富士宮やき

そばがブレークする前から変わっていない。おばあちゃんが一人でやって

いるようなお店はなくなったりしたが、ブームで新規オープンするお店も

あり、増減がほぼ同じで同じ店舗数となっている。

　　　②　２　ご当地グルメによるまちおこし団体の概要

○　「団体の組織構成と人数」については、代表理事を富士宮市企画部長の

渡辺孝秀氏が行っている。

　　　③　３　B-1グランプリ（ご当地グルメ）を通じたまちおこしの効果について

○　「経済効果額」については、B-1前と後で比較した数値はない。しかし、

経済波及効果を２回調査しており、１回目（H13～18）217億 3,020万円、

２回目（H13～21）439億 3,820万円を比較してもらうことになる。なお、

算出については、コンサルに委託した独自の方法で、麺、キャベツ等の売

上げ、マスコミが取り上げた効果等を含んでいる。

○　「税収効果額」については、右肩上がりできているが、B-1、やきそばの

効果かどうかはわからない。平成１９年度の増加は、三位一体改革で税源

移譲があったことが大きいと考える。富士宮やきそばはブレークしたが、

市の財政に影響があったかというと、ないと思う。製麺会社やお店は儲

かったかもしれないが、その数パーセントである税収としては、影響はな

い。それよりも、市内工業の発展のほうが市財政への影響は大きい。

○　「空き店舗率」については、過去の数値がなく、 新の数値を記載した。

やきそば学会は、中心市街地の活性化のワークショップから生まれた団体

で、今でも一番の命題である。しかし、中心市街地の活性化は未だできて

いない。富士宮やきそばを食べに、年間４０万人ほどの人が訪れるが、や

きそば横丁やお店には行くが、その周辺の商店等には行っていないのが現

状である。現在その対応として、ツアー客に「麺財符」というお食事券を

配布して市内のいろいろなお店で利用できるようにしたり、「富士宮バ

ル」を実施し市内の飲食店を飲み歩いてもらうイベントを実施している。

「富士宮バル」については、２回実施したが、空き店舗にショットバーが

できてきたりしている。

○　「お土産事業」について、カップ麺があるが、とかち麺工房という会社

が作っており、全国のスーパー、コンビニで購入することができる。誰で

も１個買っていただけると、富士宮やきそばの商標使用料として３円～１

０円がやきそば学会に入ることになっている。やきそば学会は、その収入

を、富士宮市にふるさと納税することを宣言しており、平成２３年度は９

０万円の寄付があった。その他、マルちゃん、お菓子等あるが、B-1の後

企業の方から寄ってくる形になっている。

　　　④　B-1グランプリ（ご当地グルメ）を通じたまちおこしでの仕掛けについて

○　「ひとの意識（愛着）や人材育成（B-1後）」については、はとバス、

JTBのバスツアーが増えた。東京駅八重洲－御殿場のアウトレット－昼食

（富士宮やきそば）－山中湖を通って富士山を見ながら帰宅という日帰り

バスツアー、3,000円というプランが多い。
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○　「仕組み・制度、ハード・ソフト事業、計画」については、富士宮市は

平成１６年度から食のまちづくりを進めており、B-1に乗せて全国にPRし

ようと考えていた。その一つの取組みとして、渡辺英彦会長もB-1開催に

向けて数多くの取材を受けたが、その時に必ず「食のまちづくりを進める

富士宮市」という枕詞を必ず入れるようにした。そうすることで、マスコ

ミもそういった言葉を記事に入れてくれるようになった。

　　エ　B-1グランプリに向けて

○　市民と行政の役割分担が大切である。富士宮市の場合は、市民サイドとし

て話題作り、盛り上げ等のパフォーマンスを行った。行政サイドとしては、

市民サイドが苦手な部分（事務的な部分）を行った。それぞれ得意な分野を

活かすことが必要である。

○　豊川市で行う際は、豊川稲荷もあるので、スピリチャルな部分も入れると

更に発信力が増すと思う。

○　B-1後を考えると、やきそば学会、行政だけで行うのではなく、市一丸と

なって、市民も巻き込んで行うことが大切である。その時効果があったのは、

別紙３　B-1グランプリ in FUJINOMIYA NEWSである。富士宮市では多忙で１

回しか発行できなかったが、続けて行えば市民への周知効果は高い。

○　豊川ブランドを確立・維持し、それが地域の産業に根付き、地域に落とし

込むことが大切。そのきっかけにB-1を利用すればよい。また、ブランド管

理はしっかりする必要がある。

　　オ　B-1グランプリ後について

○　富士宮やきそばを食べに、年間４０万人から６０万人の人が訪れ、経済波

及効果は年間５０億円と言われている。しかし、それは市民への直接的な効

果というとわかりにくい部分もあり、今後は効果が実感できるような施策が

求められている。イベントを行い多くの人が来てくれるということもあるが、

その後には、広く市民全体に広がっていくことが求められてくると思うので、

中長期的な展望も考えていったほうがよい。

○　富士宮やきそばでまちを売り始めた時は、あんなものでというようなク

レームも多かった。しかし、市外からの観光客も増え、そういう実績ができ

ると、市民も認めざるを得なくなった。また、他の業界もがんばり始めた。

○　小中学校で富士山学習をしているが、やきそば学習についても行うように

なった。昔は、小中学生に富士宮市にずっと住みたい人って聞くとしらけて

いたが、今問いかけるとみんな手をあげるようになった。

○　子供たちの学習意欲、まちに対する意識は確実に醸成されてきている。小

学生のクラブ活動として、「やきそば探求クラブ」を持っている小学校もあ

り、やきそばの調査活動等行っている。

○　今後の予定としては、来年６月に富士山が世界文化遺産登録されると思う

の　で、「世界遺産の」という冠があらゆるものにつけられるようになる。

そういったものも活用していきたい。

○　富士宮市がB-1後広がりを見せたのは、総合計画に「食」を位置付けてい

たり、フードバレー構想があったため、１本芯を持っていたからである。

○　フードイベントは、 初のうちは認知度が高まるのでよいが、負担が多く

なり続かなくなる。中長期的に見ると、モールやアンテナショップ等の地域

産業に落とし込んだものが必要となる。そうすることでビジネスになり、雇
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用の創出が生まれる。
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１　市町村の現状
№ 質問

1 転出入人口（平成23年度）

2
交流人口（ 新値）
（観光等で貴市へ訪れた
人口）

3 ご当地グルメを扱う店舗数

4 ご当地グルメによるまち
おこしの主導形態

№ 質問

1 団体の名称・形態

2 発足日

3 団体の組織構成と人数
（ 新値）

4 収支状況や収入確保の手
法

３　Ｂ－１グランプリ（ご当地グルメ）を通じたまちおこしの効果について

Ｂ－１前 Ｂ－１後（1年くらい） Ｂ－１後から現在までの推移 Ｂ－１前 Ｂ－１後（1年くらい） Ｂ－１後から現在までの推移 Ｂ－１前 Ｂ－１後（1年くらい） Ｂ－１前 Ｂ－１後（1年くらい） Ｂ－１後から現在までの推移 Ｂ－１前 Ｂ－１後（1年くらい） Ｂ－１後から現在までの推移 Ｂ－１前 Ｂ－１後（1年くらい） Ｂ－１後から現在までの推移

1 経済効果額（うち商品売
上高）

八戸せんべい汁による地元への経済波及
効果は、平成22年1年間で563億円と発表
された。（総務省「緑の分権改革推進会
議」分科会まとめ）

平成13～21年度（9年間）の経済波及効
果
439億3,820万円（麺の売上増額19億
5,090万円）

4,631,889円 13,923,835円

対前年比は5.12倍だが、一部飲食費の計
算方法ほH22に変更しているため、参考
データとなる。
※平成24年12月17日現在　観光客入込客
数調べ
B-1GP以降は、毎年開催している食のイ
ベントをはじめ年間を通して各イベント
は盛り上がりを見せている。

B-1姫路大会で兵庫県内の観光消費経済
波及効果として40億7,400万円あった。
平素に比して当額増加したものと考え
る。

2 税収効果額
※地方税

28,726,359千円
平成17年

32,959,590千円
平成19年

H18年 29,390,987千円
H20年 32,709,780千円
H21年 30,190,616千円
H22年 30,123,058千円
H23年 29,902,688千円

平成17年度当初　316.4億円
市税収入　175.7億円

平成19年度当初　305億円
市税収入　196.4億円

平成24年度当初　382.7億円
市税収入　199.2億円

特に調査しておりません。

3 観光客数
589.6万人
平成17年観光入込客数

573.1万人
平成19年観光入込客数

H18年 544.5万人
H19年 573.1万人
H20年 563.1万人
H21年 598.3万人
H22年 647.2万人
H23年 676.2万人

平成17年度　522.6万人
うちやきそば店　29万人

平成19年度　610万人
うちやきそば店　47万人

平成23年度　564.3万人
うちやきそば店　39万人

H20:509.2万人 H21:520.3万人
167,000 人 577,000人

B-1GPは、435,000人を集客し多くの来場
者の方々に厚木のシティーセールスがPR
できたものと考えている。その後におい
ても、10万人を超える来場者があるイベ
ントも多数あり、まちのにぎわい創出に
寄与している。

23年度入込客数897万人（22年度791.9万
人）。B-1効果も影響したものと考え
る。

4 空き店舗率（出店数）
※中心市街地空き店舗率

13.9％
平成19年

H20年 12.3％
H21年 16.8％
H22年 19.6％
H23年 19.2％

平成23年度
商店街連盟404店舗中の空き店舗　75件

H20:26.8% H21:21.3% H21 145店舗 H22　163店舗

厚木市の中心市街地の空き店舗数データ
に基づくものであり、含まれない店舗も
あるため参考となる。空き店舗数は増加
しているが、今まで厚木市に参入してき
ていない不動産業が新たに空き店舗を募
集しているとの見方もあるため、一概に
既存の店舗が減少してしまったとの結論
は導きづらい。

23年度末　35店舗（全体の5.5％）、22
年度末　39店舗（6.2％）

5 交通量（台数）
年々減少していると思われるが、H23年
は高速道路無料化により増えたものと思
われる。

平成17年10月交通センサス
旧西富士道路平日
1日あたり　21,465台

平成22年6月交通センサス
旧西富士道路平日
1日あたり　19,200台

休日歩行者通行量
H20:19,882人

休日歩行者通行量
H21:16,421人

特に調査しておりません。

不明。4年毎に調査実施。B-1開催日には
公共交通機関の来場呼びかけの徹底、イ
ンター近くに大型の臨時駐車場設置し
シャトルバスでの搬送をしたところ会場
周辺での交通混雑・事故等はなかった。

6 マスコミへの掲載・出演
数

B-1グランプリの各回開催ごとに、八戸
せんべい汁を取り上げたメディアが増え
ていると思われる。

平成13～21年度（9年間）の効果額
 テレビ5億7,630万円
 新聞4億1,320万円
 雑誌2億250万円
 ラジオ2,880万円

H21:
新聞　　　　241
TV・ラジオ　115
雑誌・フリーペーパー
　　　　　　184
ネット（HP等への掲載）
　　　　　   43
その他（画像提供等）
　　　　 　　13

H22:
新聞　　   264
TV・ラジオ  98
雑誌・フリーペー
パー　 　  206
ネット（HP等への掲
載）        51
その他（画像提供
等）　　    31

H23:
新聞　　     378
TV・ラジオ　 153
雑誌・フリーペー
パー　 　    232
ネット（HP等への掲
載）          35
その他（画像提供
等）　　      12

170

取材等を受け付けた回数は、TV関係71
回、新聞・雑誌関係99回。9月18日 終
日までのデータであり、同社の複数取材
も含む。
なお、開催後の取材は少なめ。

多数。実績等別添参照してください。開
催以降は徐々に減少。主催団体の解散
（３ケ月後）後はほとんどなし。

7 お土産事情（新規開発
数、売上高）

八戸せんべい汁のお土産品の種類が増え
た。また、売上げも伸びているものと思
われる。

平成13～18年度（6年間）のカップ麺、
チルド、レトルト、菓子等販売額　63億
3500万円

ご当地キャラクターグッズの販売を強
化。OECフードの活性化、宣伝を強化。

8 中心市街地歩行者通行量
91,342人
平成17年

69,385人
平成19年

H18年 84,175人
H20年 52,516人
H21年 50,564人
H22年 44,773人
H23年 48,413人

9 製造品出荷額（食料品製
造業）

8,686,745万円
平成17年

9,188,191万円
平成19年

H18年 8,348,645万円
H20年 9,232,634万円
H21年 9,350,821万円
H22年 9,325,454万円

10 市内各駅の利用状況
2,919,155人
平成17年

2,987,599人
平成19年

H18年 2,901,639人
H20年 2,888,645人
H21年 2,799,677人
H22年 2,672,247人

11 公式サイトページビュー
数

公式サイトは、H22.3.1から公開し、9/1
～9/30日までのページビューは、1,000
万、日当たりの 高は9/18で198万アク
セス。

12 知名度の状況

姫路でB-1を開催したことにより、姫路
のご当地グルメをはじめとする観光資源
を知っていただく機会となったことが今
後の大きな効果になる。

約200店舗（焼きとり）

H22:502.0万人

H22:20.4% H23:18.7%

休日歩行者通行量
H22:17,666人　H23：13,973人

平成19年3月
（平成22年2月）

■厚木シロコロ・ホルモン探検隊(H23.8現在）
　隊長　1、副隊長　1、隊員　17
　※飲食業関係者なし

厚木市

久留米市

一般社団法人久留米焼きとり文化振興会

平成20年9月6日「久留米焼きとり文化振興会」を発足
※平成21年4月1日に一般社団法人化

厚木市

転入　9,320人
転出　9,651人

3,800,469人
※H22観光客入込客数データ　調べ

約14店舗(厚木シロコロ・ホルモン認定店舗のみ)
※上記認定店舗のほか、同食材を使用した店舗多数あり。

地域の民間事業者、商店会連合会、商工会議所及び行政

厚木市

厚木シロコロ・ホルモン探検隊
(一般社団法人あつぎ街おこし応援団）

富士宮やきそば学会
（NPO法人まちづくりトップランナーふじのみや本舗）

平成12年11月29日　富士宮やきそば学会誕生
平成14年4月26日　NPO法人まちづくりトップランナー発足

■顧問
  市長、市議会議長、西日本新聞社久留米総局長、久留米ほとめき通り商店街会長
■理事　15名（会長1名、副会長3名）
  内訳
  ご当地グルメ関係事業者　　　　 　　　　　7名
  一般企業等　　　 　　　　　　　　　　　　8名
■監事
   税理士　　　　　　　　　　　　　　　　　1名
■個人会員　　　　　　　　　　　　　　　　13名
■法人会員　　　　　　　　　　　　　　　　81社
（うち焼きとり会員店　　　　　　　　　　　19店）

■規模約3,500万円（年間）
■収入の確保策
　協賛金、出店料、飲料等販売

久留米市

Ｂ－１後から現在までの推移

平成13～18年度（6年間）のカップ麺、チルド、レトル
ト、菓子等販売額　20億2,960万円

・規模約800万円（年間）
・収入の確保策
　協賛金、補助金、会費、イベント時販売収入等

八戸市

八戸市

転入：7,523人
転出：8,259人
※住民基本台帳人口＋外国人登録者数より

676.2万人
※観光入込客数（平成23年青森県観光入込客統計より）

約200店舗

八戸せんべい汁研究所が主導しています。

八戸市

八戸せんべい汁研究所（通称：汁゛研　じるけん）
※市民ボランティア団体

№

■委員会
　会長　前川裕司(姫路食文化協会副会長等）
　会員数　25名（民間）

■姫路おでん応援隊
　会員数　40名

NPO法人まちづくりトップランナーふじのみや本舗
理事長　渡辺孝秀
会員数　37人

■平成23年度収入　389万円（商標使用料119万円、視察資料代22万円、協賛金38万円、補助金15万
円、寄付金50万円）

■収入確保の手法
「富士宮やきそば」および「富士宮やきそば学会」は、ＮＰＯ法人まちづくりトップランナーふじ
のみや本舗（富士宮やきそば学会母体）の登録商標です。富士宮やきそば管理運営会社　株式会社
プロシューマーが、商標等の管理を行っています。無断でその名称を使用して商売（販売）をする
ことはできません。「富士宮やきそば」という名称を使用したり、「富士宮やきそば」を店のメ
ニューに取り入れて商売（販売）するには次の手続きが必要です。

１　富士宮やきそばの焼き方だけでなく、富士宮の文化・歴史・観光などについても学ぶ｢富士宮
やきそばアカデミー」を受講し「麺許皆伝書」を取得する。（毎年１回１１月開催）
※「富士宮やきそば学会」はまちおこし団体です。富士宮市自体を学びそのPRにも務めていただき
ます。

２　店名（会社名）住所などを富士宮やきそば学会に登録する。（登録料3,000円）
登録することにより富士宮やきそばの幟旗を購入することができます。（幟旗１枚　4,500円、
ポールは別売り）

３　富士宮の製麺会社（マルモ食品、曽我めん、叶屋、木下製麺所　）と仕入れ契約を交わす。

４　売り上げに対する商標使用料（ロイヤリティー）契約を交わす。
※無断で商標を使用すると法律により罰せられます。
※｢富士宮のやきそば｣や「富士宮やきそば風」など類似しているものも処罰の対象となります。

富士宮市

平成13～18年度（6年間）の経済波及効果
217億3,020万円（麺の売上増額12億5,900万円）

質問

平成13～18年度（6年間）の効果額
 テレビ3億7,110万円
 新聞3億5,210万円
 雑誌2億30万円
 ラジオ1,920万円

姫路市

姫路おでん普及委員会（任意団体）

富士宮市

転入：3,062人
転出：3,501人
※住民基本台帳人口＋外国人登録者数より

564.3万人
うち「やきそば店」への入込客数　38.9万人

約150店舗

平成15年11月12日
※汁゛研の事務局長が、せんべい汁の調査等において業務上関係のあったメンバーに声掛けして組
織

■会員
　・主任研究員（マルせ）　28名　（設立時14名）
　　内訳
　　経済団体（商工会議所）  　　　　　　　　  2名
　　ご当地グルメ関係事業者  　　　　　　　　　0名
　　一般企業等　　　　　　　　　 　　　　　  17名
    一般市民　　　　　　　　　　　 　　　　　 3名
　　観光協会・物産協会　　　　　 　　　　　　 1名
　　マスコミ　　　　　　　　　　　　　 　　　 2名
　　公務員　　　　　　　　　　　　　　　　　  3名
■賛助会員
　・サポーターズクラブ会員  　　　　　　　約100名

２　ご当地グルメによるまちおこし団体の概要

姫路市

転入：13,012人
転出：12,918人

897万人（23年度）入込客数
※観光施設・まつりイベント・スポーツ等入込数を加算。

約80店舗

・民間団体　姫路食文化協会・姫路おでん普及委員会が推進しています。
Ｂ級グルメの聖地久留米実行委員会（地域の民間事業者（ご当地グルメ関係者含む）、商工会議
所、観光コンベンション国際交流協会、行政）による、３大Ｂ級ご当地グルメ（久留米ラーメン、
久留米焼きとり、筑後うどん）を活かした久留米のPRを行っています。

久留米市

転入：11,048人
転出：11,227人

502.0万人
※観光客数（市内の施設・イベントの22年集計値　平成22年久留米市入込客推計調査より）

平成19年8月23日

予算（平成25年度）…1千万円

複数あるまちおこし団体が「北九州ご当地グルメ連絡協議会」を組織。

北九州ご当地グルメ連絡協議会
（小倉焼うどん研究所、門司港グルメ会、門司港ちゃんらー倶楽部、八幡ぎょうざ協議会、若松ご
当地グルメを考える会、北九州ラーメン協会、戸畑チャンポン」名店会）

姫路市

平成24年2月27日
（※小倉焼うどん研究所は2002年、他は不明）

会長1名、副会長2名、監事1名　(各団体については不明)

会費1団体3,000円（各団体については、主にイベント出店による収入）

北九州市

Ｂ－１グランプリ（ご当地グルメ）を通じたまちおこしに関するアンケート調査結果

市民勝手連（NPO）を主体に、行政・事業者が連携して取り組んでいる。

富士宮市

北九州市

北九州市

転入55,288人
転出57,502人

2,241.7万人
※「北九州観光動態調査　平成23年次」より

各種合わせると数百店舗
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４　Ｂ－１グランプリ（ご当地グルメ）を通じたまちおこしでの仕掛けについて

Ｂ－１前（準備も含む） Ｂ－１中（開催当日） Ｂ－１後 Ｂ－１前（準備も含む） Ｂ－１中（開催当日） Ｂ－１後 Ｂ－１前（準備も含む） Ｂ－１中（開催当日） Ｂ－１前（準備も含む） Ｂ－１中（開催当日） Ｂ－１後 Ｂ－１前（準備も含む） Ｂ－１中（開催当日） Ｂ－１後 Ｂ－１前（準備も含む） Ｂ－１中（開催当日） Ｂ－１後

1

【ひとの意識（愛着）や
人材育成】
職員、市民（ボランティ
ア）、団体・事業者にど
のように働きかけ、どの
ような変化が起きたか事
例を教えてください。

食でまちおこしに取り組む
団体に汁゛研が呼びかけ、
八戸市で平成18年2月に第1
回となるB-1グランプリを全
国から10団体が参加して開
催。
運営は汁゛研が主体となり
実行委員会を組織。

B-1グランプリの会場に多く
の市民・観光客が来場し
た。

汁゛研が第1回大会開催時に参加団体に
呼びかけ、全国の食によるまちおこし団
体で「愛Bリーグ」を立ち上げた。
イベント時の人的サポートをする汁゛研
サポーターズクラブが組織され、さらに
平成23年1月には、関東サポーターズ倶
楽部が組織された。

■第１回大会でグランプリ
を獲得し、第2回開催権を取
得したが、予算措置もな
く、前例もない中で準備を
始めた。富士宮やきそば学
会と市が中心となり、実行
委員会を立ち上げ、一丸と
なって取り組むための体制
づくりを進めた。

■10万人を想定していたと
ころ25万人もの来場者が訪
れ、混乱しそうな状況と
なったが、職員や市民ボラ
ンティアの臨機応変な対応
により無事に終了すること
が出来た。

■高校生ボランティアが富
士山の環境を守る団体と協
力して、大会会場の清掃・
ゴミ分別を行ってくれ、来
場者からお褒めの言葉をた
くさんいただいた。

■B－１の開催だけが要因ではないが、
市民活動団体が主体となり、行政・商工
会議所・観光協会等がそれをサポートす
る体制が確立した。

■富士宮やきそば（ご当地グルメ）の遡
及力・有用性が認知され、様々な活動に
生かされるようになった。バスツアーや
着地型ツアーなどが生まれている。

まちおこし一大事業とし
て、職員、市民及び市内企
業等に広くボランティアを
呼びかけ、単に飲食業に留
まらず、多方面から様々な
部門の企業・団体等からも
御協力いただき、一丸と
なって取り組んだ。

おもてなしの心を持って、
誠心誠意お客様に楽しんで
いただけるよう従事してい
た。市民ボランティア　の
べ２，６０２人（２日間）

イベントに参加するボランティア(職
員、市民及び企業等）が増加し、一体感
が出てきている。B-1GPでイベント参加
する楽しさや一緒にイベントを形作って
いくことの面白さが要因の一つと考えら
れる。

姫路では支部大会と本大会
を同年に開催。本大会前に
支部大会を開催したことに
より当イベントの規模、影
響等を認識してもらい、本
大会では事業者・企業等の
協力を得やすくなった。
安全・安心に周遊できるよ
う、案内スタッフの研修、
会場案内看板等の整備、事
前告知の強化、携帯等情報
媒体の活用など

主要動線である商店街でも
通常の１０倍の通行量が
あったらしく、売上に繋げ
ているところも多数あった
模様である。ボランティア
スタッフを充実させて安
全・安心に来場者が周遊で
きるようにした。スタッフ
も来場者や出展団体との交
流を通じて貴重な経験をし
たとの報告も得ている。

ボランティアを協力を得た企業・団体等
について、観光イベントに対する協力体
制を築きやすくなった。
職員に大規模イベント開催のノウハウが
蓄積された。

運営、警備、安全対策等を
重点に、過去に開催してき
たイベントを基本から見直
し、各セクションごとに
しっかりとしたフレームづ
くりに努めた。

準備してきた各セクション
の計画を実行し、円滑な事
業運営に努めた。

※９月開催につき、給水所
（エードステーション）、
ミストシャワーなどを設置

B-1グランプリのノウハウを生かし、お
もてなしの心を第一にイベントを開催し
ている。また、新たな特色を持ったイベ
ントづくりにも取り組み、多くの来場者
に楽しんでいただけるよう努めている。

厚木市役所（全庁的）のお
もてなしの取組

「ようこそあつぎへ」おも
てなしプロジェクトを、Ｂ
－１ＧＰin厚木開催１００
日前に始動。
　全国からの来訪者へのお
もてなしとして、市民、事
業者、行政が協働・連携し
た取組を実施。
　※市職員独自の日常的な
取組として、接遇マニュア
ル「おもてなし版」作成と
実践、研修の実施、来庁者
アンケートなどを実施し
た。

職員従事者　のべ１，３３
３人（２日間）

B－１GPを契機に、市職員のおもてなし
プロジェクトは、現在も活動中。

５　Ｂ－１グランプリ（ご当地グルメ）を通じたまちおこしの問題点等
№ 質問

1

【問題点・課題・留意
点】
Ｂ－１（ご当地グルメ）
を通じたまちおこしでの
問題点（失敗談）、課
題、留意点を教えてくだ
さい。

2

【必要なもの】
Ｂ－１後もまちおこし活
動を継続し、地域を活性
化させるために、何が必
要か、またその起爆剤は
何か教えてください。

3

【将来像や目標・今後の
取組み】
Ｂ－１（ご当地グルメ）
を通じたまちおこしで築
く将来像や具体的な目
標、それに向けた今後の
取組みを教えてくださ
い。

６　参考質問
№ 質問

1

Ｂ－１開催前におこなっ
ていた代表的なまちづく
り手法をおしえてくださ
い。

2 商品開発の状況を教えて
ください。

厚木市市

厚木市

厚木市

前述のとおり、久留米市には「焼きとり」「ラーメン」「うどん」という３大Ｂ級ご当地グルメが
あること、またＢ級グルメの聖地久留米実行委員会は、商工会議所や行政といった公と業界団体に
より構成されていることから、愛Bリーグの理念と一致しない部分があり、平成２４年度に愛Bリー
グを退会しています。

B-1グランプリを活かして、いかにブランド化を図り、いかに日常的な集客に結びつけるかが 大の
課題だと思われます。そのためには、業界団体の主体的な取り組みと継続的な公的支援が不可欠と
思われます。

B級グルメの聖地久留米実行委員会では、B－１グランプリ開催当時から、「ラーメン」「焼きと
り」「うどん」の３大B級ご当地グルメをはじめとする多彩な食文化を全国にＰＲすることを目標に
取り組んでいます。今後は、イベント型のＰＲからより日常的な集客に結びつくような事業を推進
したいと考えています。

久留米市

久留米市

Ｂ－１後

年間を通じて厚木の観光資源を生かしたイベントやシティーセールスを実施。

B-1グランプリではオリジナルグッズの販売はなし。以降のゆるキャラ人気で、ご当地キャラク
ターグッズを販売している。
ご当地キャラクター販売品目
ぬいぐるみ(大・小)、鈴ストラップ、携帯クリーナー、ピンバッヂ、トートバッグ、豆はっぴ、缶
バッヂ等

　民間団体同士が連携し、行政のサポートなしでも自立して運営・実施していけるまちおこし事業
の実現。そうした民間団体が自ら実施するまちおこし事業を開催することにより、主催者側の意識
向上を促すだけでなく、来場者に地元ならではの心のこもったおもてなしと市民によるシティセー
ルスの実施に繋がっていく。こうした民間活性化により、「来てよかったまち、もう一度訪れたい
まち」の実現に向けての確実な一歩となる。

■運営
　運営組織を明確にしていたため、当日も全体の統制は取れ、情報伝達も早かった。また、チケッ
トのカウント及び清算が課題。計数器のエラーや出展団体との調整に戸惑う場面もあったが、概ね
順調に運営できた。

■会場
　中心市街地での開催を前提としていたこともあり、開催場所の確定が遅れ、ぎりぎりの線での準
備となってしまった。

■警備
　いかに会場周辺のエリアの交通渋滞をクリアし、多方面からの来場者車両を誘導するかが課題
だった。また、各会場内の群衆の安全な誘導を行うための事前の計画が重要。

■広報
　B-1の広報については、愛Bリーグ管理下に置かれていた。開催までの商標管理等を含め、愛Bと
の関係を築くことが先決。その後、自分がしたいことは積極的に相談することで許可されることも
多かった。

　全国からの来訪者に、Ｂ－１ＧＰメニューを提供（食べられる）できる体制の確保が重要。
　いつでも、市内のどこでも楽しんでもらえるようにするために行政が行える直接的な支援は限ら
れる。
　特に全国的な知名度を持つ場合には、いわゆるニセモノへの対応などのため、商標登録が必要と
なるが、それゆえに事業の拡大がむずかしくなることもある。

B－１グランプリ開催以降、現在も３大B
級ご当地グルメが一体となって食文化を
PRし誘客を図るＢ級グルメの聖地久留米
事業を継続しています。

まちあるき観光、体験交流型観光商品づくり

ご質問の趣旨がB級グルメを活かした民間ベースの商品ということであれば、日清製粉の即席ラーメ
ン（うまかっちゃん久留米ラーメン味）や焼きとりの冷凍パックがあります、

久留米市

■富士宮市地域力再生総合研究機構が中心となり、商店街の空き店舗を活用して運営しているアン
テナショップでは、「マスバーガー」や「丼ＴＨＥ鱒（どんざます）」「ますかつ」等の新商品開
発が行われています。

■また、富士宮市地域力再生総合研究機構が民間企業にアイデアなどを提供する形で、中学生が食
育事業で考案した「にじますレシピ」を参考に開発した「餃ＴＨＥ鱒（ぎょーざーます）」をはじ
め、萌えキャラを起用したにじますの缶詰「鱒財缶（そんざいかん）」、焼そば麺と牛乳入りの
スープが特徴の「みるくラーメン」などの商品が誕生しています。

富士宮市

富士宮市

■B－１を主催する愛Bリーグ（当時は八戸市に事務所があった）との調整や市民活動団体が主体と
いうことから、行政、商工会議所、観光協会委等の関係団体の役割分担が明確になっておらず、準
備がかなり遅れてしまった。

■Ｂ－１の開催を、全国に食のまち「富士宮市」をPRすることを目的にしたことで、広く全国に情
報発信することが出来た。

■B－１開催の目的を明確にし、ご当地グルメだけでなく地域全体の底上げに繋がるということを
早くから市民にアピールしていく必要があるのでは。

■自主自立のための安定的な資金源の確保

■継続的な発想、活動への取組

■志の高い人たちの熱意と連携（行政を含む）

八戸市

八戸市

各製造メーカーで様々な商品を開発。汁゛研との共同開発によりできた商品もある。

八戸市

№ 質問

■B－１の紹介と大会開催への機運を盛り上げることを目的に、実行委員会事務局が「B－１ニュー
ス」を発行した。庁内外のバックアップ体制の強化に効果があった。

■Ｂ－１会場の手前に、富士宮の食を紹介・販売するF－１会場を設け、市内事業者40店舗が出店
した。Ｂ－１以来、食のイベントを行う回数も増え、市内事業者の出店も年々増えていった。（B
－１フェスタ、信長公黄葉まつりなど）

■平成21年2月、「富士宮やきそば」の人気に堂々と便乗して、「にじます」や「乳製品」などの
食材を富士宮の新しい魅力としてまちづくりに生かす市民応援団「富士宮市地域力再生総合研究機
構（地域力再生総研）」が設立した。生産高日本一の「にじます」を応援する「にじます学会」、
市北部の酪農地帯が生み出す特産品を応援する「 先豚学会」と「みるく学会」、地域に４つの酒
造メーカーがあることに着目した「エネルギッ酒倶楽部」の５団体で構成されています。いずれも
業界関係者ではなく、自発的につくられた「市民勝手連」で、地域が誇る食材などの資源をさらに
掘り起こし、「富士宮やきそば」のノウハウを生かして、次々と新しい商品を開発し、食関連分野
の情報発信に努めています。

B－１グランプリ出展は「久
留米焼きとり」だけです
が、イベントを契機として
３大B級ご当地グルメが一体
となって食文化をPRする体
制が整いました。
なお、B－１グランプリｉｎ
久留米に合わせて、地元商
店街へ販促活動を働きかけ
ましたが、思うようには成
果が上がりませんでした。
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久留米市では、平成11年度
からラーメン業界主催の
「ラーメンフェスタ」が、
平成15年度から焼き鳥業界
を中心とした「焼きとり日
本一フェスタ」が、平成16
年度からうどん業界の筑後
うどん振興会が活動を行っ
ています。
久留米市では、「焼きと
り」「ラーメン」「うど
ん」を久留米の３大B級ご当
地グルメと位置づけ、Ｂ－1
グランプリ誘致を契機とし
て、食を活かした活動団体
と地元商工会議所、観光協
会、行政が一体となったＢ
級グルメの聖地久留米の魅
力を発信する実行委員会を
立ち上げました。

【仕組み・制度、ハー
ド・ソフト事業、計画】
Ｂ－１（ご当地グルメ）
を通じて整備した仕組み
や制度、ソフト・ハード
事業を教えてください。
（おもてなしのための事
業も含む）また、推進す
るための計画がある場合
は、その内容を教えてく
ださい。

当市で開催された第1回B-1グランプリは、規模や来場者数が現在のものとは比較にならないほど小
規模なものであったため、B-1グランプリの開催によりまちおこしが図られている状況ではない。
まちおこし団体である汁゛研の地道な活動により、B-1グランプリで連続上位入賞を果たし、第7回
の北九州大会でゴールドグランプリを獲得したところである。ゴールドグランプリ獲得後は、八戸
せんべい汁商品についての問合せが殺到し、メーカーでも製造が追いつかない状況となった。今後
は、「八戸といえばせんべい汁」と言われるようPRに努め、八戸せんべい汁を食べに当市を訪れる
観光客が増えることを期待するものである。

当市を代表するご当地グルメは「八戸せんべい汁」であるが、他にも「八戸らーめん」、「八戸前
沖さば」、「はちのへ鮨」等、食のブランド化を図っているものがある。また、いちご煮、そば
かっけ、食用菊等の食文化（郷土料理）があるため、市としてＰＲする際は他の食も取り上げてい
る。

熱意を持って地域を引っ張るリーダーの存在。リーダーの足を引っ張る者が現れた場合は排除し、
リーダーが孤独にならないよう周りの人が徹底的に支援すること。

汁゛研に対し、平成19年度から500千円
（年額）の補助金を継続して交付。

小倉焼うどん研究所は、数種類のB-1グランプリ公認商品を開発している。門司港グルメ会(門司港
焼カレー)、八幡ぎょうざも商品化されている。

北九州市

北九州市

B-1グランプリもご当地グルメも街を知っていただくためのきっかけに過ぎないので、このきっか
けをどう街本体への興味につなげていくかが課題。

まちおこしは、取り組んでいる人たちの情熱にかかっている。この情熱が継続するためには、成果
を実感できる機会が必要。B-1グランプリは大きな機会であったが、イベントに限らず今後もそう
した機会を創出することも大切。

当市には、B-1グランプリに出展した「小倉焼うどん研究所」以外にも複数の団体があり、それぞ
れに全国的なつながりの中で活動している。2013年は、ご当地チャンポンに関する全国大会、2014
年はご当地ぎょうざに関する全国大会の開催が予定されている。今後は、これらを連携を強化し、
ご当地グルメのメッカとして北九州市のPRを図っていければと考えてる。

市民主導イベントへの助成、NPOほか各種団体との協働など

本市において民間主体で取り組まれているもので、行政は広報ＰＲを主に支援をしている。役割分
担がを明確にしている。

姫路市 北九州市

B-1に合わせて姫路食博を開
催し姫路のご当地グルメを
全国に発信した。

毎年、姫路の食文化の振興事業として姫
路食博を姫路食文化協会が実施してい
る。（市200万補助）今後、当事業の開
催目標や食のまち・姫路を目指した計画
づくり等、官民あげた取り組みを考えて
いる。

B-1開催を通じて、姫路の食
をアピールする機会とす
る。

姫路おでん普及委員会で、姫路おでん関連商品を企業等に呼びかけて開発・作成等している。

姫路市

姫路市

団体の人材育成及び自主財源の確保が必要。

姫路おでんをはじめとする姫路ならではのグルメを広くＰＲし、（できれば地産地消になれば望ま
しいが・・・）観光資源である姫路城をはじめとした歴史と食を組み合わせた観光地となるよう取
り組んでいきたい。

姫路城を核とした城下町にふさわしいまちづくり

■「富士宮やきそば」を代表に、富士宮市は民間主導でプロジェクトを構想し、官がそれをサポー
トするという民と官の絶妙な役割分担でまちづくりに取り組んできた。しかし、これからは「にじ
ます」や「畜産（牛・豚・馬・鶏）製品」「地酒」など、既に地域にある「資源」を生かして、地
域の活性化につなげようとするものであるため、地域に暮らす住民の理解と意識改革が大きなポイ
ントになる。そのため、地域外ばかりでなく地域内へも積極的に情報発信し、食育や地産地消の観
点など、住民目線で地域に根付いた活動にしていくことが重要になる。

■富士山の世界文化遺産登録をはじめ日本食文化の世界無形遺産登録などを鑑み、富士宮市ならで
はの観点から、食を含めた地域の文化的な価値を複合的に活用していく。

富士宮市

■富士山や朝霧高原、白糸の滝といった景勝地や浅間大社などの文化的資源、祭りやイベントなど
を活用した観光によるまちづくり

■工業団地への新規立地企業の誘致　など
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B-1グランプリまちづくり講演会議事録

１　日時

　　平成２５年１月１７日（木）午後３時３０分から午後５時１５分まで

２　講演会場

　　豊川市中央図書館　多目的ホール

３　参加者

　　市職員　４５　人

　　いなり寿司で豊川市をもりあげ隊　７　人

　　政策研究グループＡＢＣメンバー　１０　人

　　マスコミ関係者　３　人

４　講師

　　横手やきそばサンライ’S（横手市役所産業経済部観光物産課福主査）

　　大澤　覚　氏

　　

５　配布資料

　・B-1グランプリまちづくり講演会次第

　・B-1グランプリまちづくり講演会ちらし

　・パワーポイント資料

　　（B-1グランプリの向こう側　B-1グランプリが横手市にもたらしたもの）

　・B-1グランプリを通じたまちづくり講演会アンケート

　・観光ガイドマップ　ぐるっと横手旅等

６　概要

　(1) 横手市の概要

　　○　横手市は今でこそやきそばが有名だが昔はカマクラのまちとして知られてい

　　　た。

　　○　２月１５日、１６日は雪祭りを開催し約４０万人の集客を予定（カマクラを

　　　約１００基設置）。

　　○　平成１７年１０月１市５町２村の８つの市町村が合併したまち。

　　○　人口　約９万９千人（秋田県内で第２位の人口規模）。

　　○　友好都市　厚木市（神奈川県）那珂市（茨城県）。

　　○　秋田県の南に位置し、おとなしい人が多い。

　　○　農業が基盤産業（現在も平地の８割が農業用地）、市民の約４割が農業に何

　　　らかの関わりを持っている。

　　○　果物の出荷量が秋田県で№１。

　　○　水がおいしく、米の生産、お酒の製造に適している。

　　○　お酒の消費量が全国トップクラス。

　(2) 横手やきそばの概要

　　○　昭和２８年頃横手市内でお好み焼き屋台を営んでいた萩原安治さんが考案。

　　○　年齢層を問わず人気メニューとなり昭和４０年代には市内に約１００店舗の

　　　駄菓子屋等で提供され、第一次ブームと呼ばれるようになった（現在は食品
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　　　衛生法の改正等により５０店舗ほど）。

○　 大の特徴は太く真っ直ぐな角麺（湯麺）を使用していること。

○　横手やきそばの大原則は横手で作られた湯で麺を使用すること（製麺会社　

　は市内に５社）。

○　ソースや具材等には決まりがないが、トッピングに半熟の目玉焼き、付け合

　せの福神漬けが定番。

　(3) 横手やきそばを用いたまちおこしの背景

○　約１０年前の横手市は冬のかまくら行事以外に思いつくものがなかった。

○　かまくら以外で何かないか市長も含めて考え始めやきそばをたどり着く。

○　市民や議会からやきそばによるまちおこしに対して反対される。

○　平成１０年頃、横手やきそばが他の地域のやきそばと違うことが判明し、や

　きそばでまちおこしが始まった。

○　平成１２年に初代横手やきそば担当を置き、市内のやきそばを食べ歩き、味

　だけでなく従業員の人柄も調査してパンフレット等を作成し情報を発信した。

○　平成１３年３月、反対していた市民も協力的になり１００人以上のメンバー

　で市民団体「横手やきそば研究会」を発足。

○　同年７月にやきそばを提供していたお店、製麺会社が店舗組織「横手やきそ

　ば暖簾会」を発足し、横手やきそばをしってもらうために各地のイベントに

　参加する。

○　平成１４年２月に、イベント時の焼き手人数不足がが問題化してきたことか

　ら横手やきそば職人養成講座を開講する。約２ヶ月間にわたるまちおこしや

　横手やきそばの歴史の勉強、技術講習を行い第１回目では約３０名の一般の

　方が横手やきそば職人に合格しイベントに参加。

○　平成１７年頃から全国でまちおこしを行っている団体間の交流が始まる。

○　平成１９年１０月に横手市を盛り上げようと一般の方々が実行委員会を組織

　し、横手やきそばグランプリ決定戦を開催。

○　平成２２年３月　全国各地で売られていた横手やきそばの不評のクレームを

　受け２日間にわたる座学や技術指導を行う横手やきそば道場を開設（年に２、

　３回開催）。

○　平成２２年１０月に北海道・東北B-1グランプリin横手を開催する。

　来場者数　１２．６万人　　経済効果６億１，２００万円

　B-1グランプリ初の公式支部大会で運営方法等に関して愛Ｂリーグからお

　褒めの言葉をいただく。

○　横手やきそばに関わる人の増加により平成２３年から現在までは８０以上の

　イベントに出展（平成２２年度の参加イベント数は約２０）。

　(4) 第４回B-1グランプリin横手大会の映像放送

　(5) 第４回B-1グランプリin横手の概要

○　平成２１年９月１９日（土）、２０日（日）に開催。

○　出展２６団体、来場者２６万７，０００人。

○　２会場の分散開催（中心市街地＋郊外）。

　　

　(6) Ｂ－１グランプリin横手開催におけつ問題点・課題

　　○　２つの会場間だけでなく、会場から５キロ離れた駐車場と会場間をシャトル
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　　　バスで運行した。

　　○　出展団体に対しても料理提供場所やバックヤード、行列の際の対応に 大限

　　　の配慮をした。

　　○　両会場で約７０の窓口を設置し、横手大会から初めて地元商店街等でも使え

　　　る金券チケットを導入した。

　　○　サークルKサンクスでグランプリ初となる前売り券の販売を行った。

　　○　「みんなでつくろう横手ファン」をテーマに若手横手職員を中心にプロジェ

　　　クトチームを組織し、大会前後に行われたイベントの運営やおもてなしを実

　　　施し来場者からお褒めの電話をいただいたり、多くの人が横手を愛してくれ

　　　た大会となった。

　(7) B-1グランプリin横手の成果

　　○　銀行や消防、警察や県等と一丸となってイベントを支えた結果、次年度の支

　　　部大会やかまくら祭でも協力して運営。

　　○　ゴールドグランプリを受賞したことよりも、大会を開催したことで横手やき

　　　そばでまちおこしをしていること、他のまちおこし団体のことを多くの人に

　　　知ってもらい、横手やきそばを応援してもらえるきっかけとなった。

　　○　横手やきそばをモデルに、秋田県内の食でまちおこしをしている１７団体が

　　　連携して秋田県全体を元気にするために「FOOD PROあきた」を発足。

　　○　FOOD PROあきたの研修会が１１月１７日に行われ稲荷すしで豊川市を盛り上

　　　げ隊の笠原隊長と平賀副隊長が講演を行った。

　　○　大会日が連休でお店が繁忙期であったため大会会場でやきそばを焼く人が足

　　　りなかった。伊藤理事長が毎日打合せを行い、全員から賛同を得て絆を深めて

　　　大会に臨んだ。

　　○　大会後も横手市に多くの人が来るため、事務局からお店にお願いして定休日

　　　を土日から平日に変更してもらった。

　　○　横手やきそばがまちを元気にしたパワーを認識した。

　　○　ボランティアで参加した学生が友人とやきそばを食べに来たり、自分達にな

　　　にかできるものはないかと模索中。

　　○　愛Bリーグから目標にされる団体をと依頼があり、目玉焼きの黄身が日の出

　　　の様に見え、横手市に日をあてたいという思いで「横手やきそばサンライ’

　　　S」に登録名を変更（メンバーは農家の方々、タクシーの運転手など現在総勢

　　　２５０人）。

　(8) 横手やきそばの応援組織

　　○　運転手が横手やきそばの歴史、横手の観光を再度勉強したり、やきそばの食

　　　べ歩きを行い、横手やきそばのガイドができるタクシーが現在５台走っている。

　　○　横手やきそば四天王決定戦はトップ４を決めることよりもお客様の声を店舗

　　　に届けることを実行委員会及び事務局は大事にしている。

　(9) まとめ

　　○　外に情報を発信することも大事だが、地元の人達をもっと大切にして、一緒

　　　に活動することも重要。

　　○　ボランティア精神を持って横手市を元気にしようと活動しているので、お金

　　　をかけずに手作りで熱意を伝えることを忘れてはいけない。

　　○　異業種の方とも協力してまちおこしを行うことに力を入れている。

　　○　自分が良ければ良いのではなく、誰のためにやるのかということの目線を合
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　　　わせることを大切にし、みんなで同じ方向を見ることを心掛けている。

　　○　東日本大震災で被災した方々の声を聞いて横手市だけでなく東北地方、さら

　　　には日本を元気にできるようにと活動している。

　(10)プロモーションビデオ「横手やきそばROCKⅡ」（平成２４年１０月完成）

　　　地元市民５００人以上、秋田県のタレント、プロバスケットボール選手が活動

　　の趣旨を理解して無償で参加して駅や宿泊施設、学校等に配布。

　(11)質疑応答

　質問者　山本　勝巳補佐（企画部企画政策課）。

Q．FOOD PROあきたが発足したことにより秋田県内の他市に人が流れ、横手市に

とっては交流人口が減少することが懸念されるのではないか。

A．FOOD PROあきたの活動を参加加盟団体の持ち回り制にし、横手市をバス等で結

ぶ第二次観光を考えている。また、FOOD PROあきたのイベント中は横手市内の

イベントは少なくなるが、やきそば店の客数や観光客数が減少するという実感

はない。

Q.横手やきそば四天王決定戦における覆麺審査員の評価方法については個人差が

あると思うが、統一されたものはあるか。また、覆麺審査員の調査結果をどの

ように店舗にフィードバックするのか。

A.市報や様々なホームページで審査員の募集を行い約１１０人が集まった。審査

に関しては５つの項目を設定し、やきそばの味よりもお店の雰囲気や店員の接

客態度などで点数の差が出るようにしている。調査結果については、角が立つ

ようなものは優しく伝えることも考えたが、ほぼそのままの意見をフィード

バックしている。時には、実行委員や事務局、横手やきそば暖簾会、横手やき

そばサンライ’Sがお店に足を運び結果を納得してもらえるようにフォローして

いる。

　質問者　藤井　智香子（和食処松屋女将、いなり寿司で豊川市をもりあげ隊）

Q．どうすれば若手のボランティアスタッフを引き込めるか。また、FOOD PROあき

たと同じように愛知県でも愛知県グルメというイベントをやっているが、名古

屋や西三河などと連携がなく、盛り上がりに欠ける。何か良い手法があれば教

えていただきたい。

A．会社に行って若い人を出してくださいとお願いすることを考えている。また、

若い人が友達を連れきて一緒にイベントに参加することで若手が増えていった。

年間のメインイベントを持ち回りにしたり、横手の出前かまくらにFOOD PROあ

きたの参加加盟団体が一緒に活動を行っている。台湾のイベントにFOOD PROあ

きたのメンバーで行って一緒に秋田県を盛り上げようと考えている。
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