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７ 座談会の開催（令和2年度以降の検討）

令和 2年度廿日市市シティプロモーション業務の方向性を検討するための基礎資料を作成するため

に、市民を対象とした座談会を開催した。

7－１ 座談会の開催概要

座談会は、令和元年 7月～8月にかけて、市民を対象に２回開催をした。

概要は以下の通りである。

（１）第１回市民座談会

日時：令和元年7月 31日（水） 13:00～15:00

場所：廿日市市しごと共創センター会議室

参加者：8名

＜男性＞

・大島 久典 氏（AZLinks）

・菊地 寛 氏（厳妹屋）

・藤崎 将 氏（ペンションあんばらんす）

・吉本 卓生 氏（NPO法人キッズ NPO）

＜女性＞

・洲上 聖子 氏（ななづくし編集長）

・早川 幸江 氏（株式会社勝谷/代表取締役）

・桧谷 美奈子 氏（宮浜観光株式会社 宮浜グランドホテル/女将）

・八木さおり （honohono ）

協議内容：

Ÿ 参加者自己紹介

Ÿ シティプロモーションの概要と実績について

Ÿ シティプロモーションに関する意見交換
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（２）第２回市民座談会

日時：令和元年8月 8日（木） 13:00～15:00

場所：廿日市市しごと共創センター会議室

参加者：６名

＜男性＞

・大島 久典 氏（AZLinks）

・菊地 寛 氏（厳妹屋）

・藤崎 将 氏（ペンションあんばらんす）

＜女性＞

・洲上 聖子 氏（ななづくし編集長）

・桧谷 美奈子 氏（宮浜観光株式会社 宮浜グランドホテル/女将）

・光井 祐子 氏（Firste（ファステ））

協議内容

Ÿ 参加者自己紹介

Ÿ 前回の振り返り

Ÿ シティプロモーションアイデアの深堀り

Ÿ その他

（３）座談会の様子

趣旨説明 参加者自己紹介① 参加者自己紹介②

シティプロモーション概要説明 男性グループの様子 女性グループの様子
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7－２ 座談会のとりまとめ

各座談会では、以下のような意見交換が行われた。

（１）第１回市民座談会の意見交換の内容（男性意見）

（２）第１回市民座談会の意見交換の内容（女性意見）

競艇場交流イベント 保育・子育て 観光地化

・隣接広場でマルシェ。

・宮島口ウォーターパークフェス。

・競艇場の活用。

・sup の世界大会。

・起業家のＰＲイベント。

・子育て交流イベント

・保育園フェス。

・廿日市の私立保育連盟。

・保育園ルートバス。

・保育園 PR祭り。

・大野の観光地化。

・宮島口の観光地発展。

・宮島八景。

異文化交流 教育・主体性 情報接触

・異文化→「異」じゃなくなる。

・異文化交流イベント。近所で身近

に。

・留学生働く、住むまちに！

・技能実習生の交流をどうするか。

・岩国市の取り組みを参考に。

・子どもが主体的に行動してほしい。

・地域色を出す。

・上級生が下級生を教える。

→主体性につながる。

・子どもだけで行ける場所。

・大型スーパーによく行く。情報接

触。

・地域の情報源は回覧板。

・回覧板情報をサイネージや店舗

に。

・子育て交流。情報を発信。「はつい

く」を発展。

・お父さんはコンビニによく行く。

・LINE は便利だが関わりたくない人

もいる。

子どもの遊び場 情報発信

・子どもを連れて遊びに行く場所がな

い。

・地域のイベントを知る方法が分かり

にくい。

・近所でバーベキューが出来る場所。

・ボランティア。盆踊りでも良い遊び

場。愛着がわく。

・花火などちょっとした遊びもしにくい。

・ちゅーピーパーク（クーポン）

・はつかいちジン大学/いこーよなどと

連携。HP 上で PR。

・廿日市の特産品を知る。

・食育＝特産品 PR。

・企業の PR、商品の PR サイト。

・廿日市遊べる情報発信。

（SNS/web）

・子育て、遊び場に特化した情報。

・地域ごとのエリア感がある。one 廿

日市が理想。

・廿日市市べにまんさくのハート型を

生かす。

・宮島商店街の人が情報に詳しい。

・カキ。アウトドアのまち。

・廿日市は知られてない。ネガキャ

ン。（ネガティブ・キャンペーン）

・ケンミン SHOWなど全国メディアに

出る。

教育 食

・100%英語が話せる学校に。

・インターナショナルスクールをつくる！？

・英語教育の充実。

・英語が話せるまち。

・住んでいるだけで留学！

・ヴィーガン、ベジタリアンにフレンドリーなまち。

・ハラール（イスラム）受入れ。

・漁協のロッカー。

・廿日市産野菜ロッカー。

・コンビニで廿日市朝市を。

・地産地消の流通。
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・けん玉×英語。

・子どもフリーマーケット。

・食材の流通。

・食育。

地域性 創業・賑わいの創出

・住んでみないと分からない。1 ヶ月くらいお試し移住。シェ

アハウスも。

・「田丸」みたいなお店がもっと増えたら！

・廿日市に行きたくなる道の駅。

・廿日市の海は湖？（波がない）

・せっかく海に近いから、泳げたらいいのに…。

・神のまちにしたてあげる⁉（出雲のような）

・歩いて楽しい道。（外国の人も）

・廿日市ウォーキングロード

→もっと歩きやすい道に。

・お試し移住が出来る家。

・人気店を誘致する。

・創業支援システムがあったら。

・職業体験。

・市民のやりたいこと窓口が欲しい！

・市民目線での市民活動センターに。

・市民活動センターを使いやすく。

・公園の申請を簡単に！

・市民センターをスマホでチェックできるように。（イベント・

貸出し）

・宮浜温泉駅があったら。

情報発信

・記念日ポスターはもっと色んなパターンが欲しい。（海、スキーなど）

・ポスターに廿日市らしさを盛り込む。

・色んな世代を映したシティプロポスターを！！！

・ブログ。観覧数はブログが強い。

・＃ハッシュタグ作戦。（市のインスタグラム）

・廿日市インフルエンサー。（市職員としてインフルエンサーに！）

・Twitter は早くて手軽。

・検索ワードを工夫する。

・普通とはちがうポイント。

・ホームページ総合窓口。「今日○○をしてるよ」「公園の申請」

・市の情報アプリ。

・廿日市は全部 1時間以内。（海、飛行機、潮干狩り、スキー）

・廿日市の面白い人を発掘。201（ハツカイチ）人にインタビュー。

・生協の白石さん（のような存在を！）（HP)

イベント

・楽しいことがしたい！

・セントラルパーク的なコンシェルジュな人もいて…。

・宮島口に廿日市セントラルパーク。

・「夜市」の名前でナイトマーケットをやりたい。

・ナイトフェス、ロックフェス。

・キャンドルナイト、ライトナイト。

・オイスターバー。

・ビールとライブのイベント。

・街中まで飲みに行かなくてもいい廿日市。

・眠らないまち廿日市。

・オープンカフェ。（イベント・テーマを決めてあって人が来る）

・楽しいメンタルケアのイベント。独身寺子屋（独身の人とか）

・外でヨガ。
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（３）第２回市民座談会の意見交換の内容（男性意見）

広告 起業

・シティスケープ

・本通のモニターはいつも見る。広島駅のサイネージも最

近はよく見る。

・役所のポスターは地味。情報が多すぎる。

・プライベートではいかない。（印鑑証明や住民票のみ）

・市役所、支所の外観は見ない？

・知り合いが写っていると嬉しい

・キービジュアルが鳥居しかない。「いいちこ」は上手。

→けん玉で活用イメージ

・シリーズ化、インパクトが必要。

・ドラゴンフライズ（宮島とんぼ）にアプローチする。スリー

オンスリーの大会や会場。

・ドローンを活用。

・看板は気にしない、プロジェクションマッピングで映像を流

し続けるとか。

・広告ジャック

・ゆめタウンへの依存率が高い。

・ゆめタウンのカープ中継の際に CM を出す。

・宮島のネームバリューは大きい。

・サテライトオフィスや移住希望者は多いが、宮島にはあま

り対象施設がない。

・縁戚や運が強い人じゃないとすぐには始められない。

・シャアハウス（カプセル）＋レンタルオフィスの２棟作る。

・NPO は継続が大変？あまり有名なところがない。

・宮浜～宮島（第三桟橋）・江田島への航路を準備

中。1500 円、10名程度、12-２月くらいからスタートさ

せたい。

・sup 観光客だけでなく、地元のリピーターも得た方がいい

けん玉 商店街の活性化

・誰にもできる。安い。

・根付かせる

・市民全員けん玉を持っている（デコ、スタイリッシュなも

の）

・キャラクターじゃなくて他にお金を使う。

・けん玉W杯に地元の人が参加しない、行政が PR をう

まくできていない

・部活にする

・成人式でプレゼントする。

・桟橋での待ち時間に自由に使えるけん玉を置いておく。

ムービーを流す

・いろんなところでけん玉のいいちこポスター

・人が集まるイベントにけん玉を提供してやってもらう

→５年したら「廿日市といえばけん玉だよね。」となる。イ

ベント内で一斉に「とめけん」とか

・宮島の観光客を案内するお店が欲しい。

・廿日市商店街でもいい。

・焼き鳥（普通の居酒屋が欲しい）

→お客様を紹介しやすい

・島内の既存店は、寿司、ビアレストラン、スタバ、美味い

もの館。焼き鳥屋や海鮮など、もっと欲しい。

・宮島は宿泊のキャパが少ない。

移住 教育

・お試し移住ができたら面白い

・大学生とのコラボ。

・観光系の大学？があったら面白い。

→宮島がいい

・米軍の子ども達向けのプログラムを充実させたい（エンタ

メへのニーズはある）

・バカロレアの幼稚園等が充実している地域は魅力的。

・教育については、市だけでは難しい（教育委員会と絡

むのは難しい）

・習い事は宮島には習字、ダンス。宮島口ではフィッタ。

・地元の事業者でないと市民センターは借りにくい。→民

間の会場を利用する。（厳妹屋、あんばらんすも候補）
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（４）第２回市民座談会の意見交換の内容（女性意見）

子育て

・「モニターツアー」をお父さんにアピールするのはありだが、決定権は奥さんにある。

・来春、佐伯総合スポーツ公園に大型遊具が設置される→各公園に特殊遊具を置いては。

・飲食の場が少ない。キッチンカーで対応。10 台くらい保有して貸し出す。→「吉和の農作物が流通しない」のは、キッ

チンカーが吉和まで取りに行く。

情報発信 教育

・主婦は特に夕方のテレビを見る。

・地域でのＣＭ。

・市役所のＨＰでは調べない。Google で調べる。

・写真多めのＨＰ。

・古そうな HP は見る気にならない。

・発信力は無い。

・海の情報がない。インターネットで調べられない。

・学校での配布プリントなど、一部にしか情報がない。

・起業情報はヒロホーさんや、人から聞く。もっと聞きたい。

・イベント＝ブログでの発信が 1番。

・インスタで情報発信。

・地域の情報ポータルサイトが欲しい。

・地域の情報が一部にしか伝わっていない。（学校配布

のプリント）

・宮島のおむつ替え・障がい者へ優しいMAP が欲しい。

・廿日市に住んでいる人となりがわかるポスター。

・建設雑誌に平良小学校が載り、廿日市の PR に。

・廿日市市の自然をもっとアピール。

・ニッチなイベントのアピール。

・男性・女性脳に、それぞれに響く PR を。

・メディアツールの行く先を戦略的に。（1st）→（２

nd）

・子どもを色んなところにつれて行きやすい社会。

・廿日市の個性・長所を生かした「木」「森」を生かした幼

稚園。

・大野学園の学び。地元の人に「食」を学び、地域を知る

「食育授業」。

・大野学園は地元の職人やお店と食育。学生がインタビ

ューも行う。

・山陽幼稚園は安心で伸び伸び育てられる。

・海で何もない学習。（セブ島留学のような）

・包ヶ浦を観光地の名所に。何もないを特徴づける「無人

島学習」

・地域を知る、地元を学ぶ。「平良小学校」で「木」のこと

を学ぶ学習。

・廿日市で異文化プログラムを。（宮島バックパッカー主

体で）

・文化の違いを子どもに知って欲しい。

・子どもにお金の使い方教育を！

廿日市のイメージ イベント

・ゆめタウンしか行くところがない。

・どうせ出かけるならオシャレなところでお茶がしたい。

・「木のまち」＋１＝「本のまち」になる。

・「皆が見過ごすもの」があるまちが素敵だと思う。（まちの

お花屋さん、おじさんの理髪店など）

・生活の豊かさや暮らしに必要な店が。

・10分フェリーに乗ったら宮島という別世界に行ける。「10

分リゾート」、「神の島」

・大竹市玖波の「98（くば）バーガー」のような名物が欲

しい。

・廿日市はイタリアンのお店が多い。

・宮島ピンポンのような参加型イベント。（宮浜温泉）

・「サウンドピクニック」を並木ジャンクションとつなげて開催。

・いつも何かやるイベントづくり。（宮浜温泉）

・宮浜温泉でイベントをすることが大事！

・参加型宮浜温泉イベントを打ち立てる。（18回継続イ

ベント）

・定期的なイベント。（毎週火曜日開催など）

・月に 1回多国籍の人が集まるイベントができたら。

・ゲストハウスで異文化交流。

・地元の田植えイベントを知りたい。やってみたい。

・呉の夏フェス。フェスをやりたい人ができるる制度。（呉
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市）

・「かきのき村」ファーマーズマーケット。

・野外フェス。

・複合的なイベント。（食、公園など）

海活用 起業

・海でビーチバレーができたらいい。ネットを立ててくれたら

勝手に遊ぶ。

・海に勝手に降りれるようにして欲しい。

・海水浴場の整備をして欲しい。

・海水浴場に道の駅が欲しい。（海の駅）

・海に行きにくい。交通も不便。

・海が好き。夏は行きたくなる。フェリーも子どもが喜ぶ。

・女性の気軽なプチ創業イベントがあったら！

・お試しでチャレンジショップを行い、参加のハードルを低

く。

・創業の枠組みがあれば女性は嬉しいのでは？

・阿品台にチャレンジショップが！


