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はじめに

関東経済産業局 地域経済部知的財産室、産業部経営支援課

関東経済産業局では、平成30年度より、自治体が中心となって地域資源の活用に
取り組む地域に専門家を派遣し、マーケット・インと知的財産活用の視点から、売れる
地域ブランドづくりの支援を行ってまいりました。

今年度は、山梨県甲斐市、長野県松本市、静岡県静岡市、静岡県富士市の４地域
にご参加いただきました。

このたび、本事業の取組をとりまとめ、地域ブランドづくりのポイントや、支援地域の
取組事例を多くの方に知っていただくことを目的に、本冊子を作成いたしました。

本冊子が、地域ブランドの育成にご関心を持っていただく機会となり、売れる地域ブ
ランドづくりに取り組む方々のご参考になれば幸いです。



売れる地域ブランド育成・定着支援事業

■ 事業の目的

●自治体が中心となり、知的財産を活用した地域資源のブランド化の取組みを推進
自治体が中心となって地域資源の活用に取り組む地域に対し、専門家を派遣し、知的財産を活用

したブランディングのノウハウや手法を取り入れた売れる地域ブランドづくりの支援を行うことで、当該
地域の地域資源及び地域資源活用製品のブランド力の向上や地域におけるブランディング手法の定
着を図ることを目的に、平成30年度より実施してまいりました。

さらに、面的広がりや地域のブランド化の土台構築に向けて、本事業の取組をモデルケースとし
て、取組みのポイントや成果等を広く周知するなどして、管内の他地域においても、自治体が中心と
なった知的財産を活用した地域資源のブランド化の取組みが推進されることを目指します。

■ 事業の構成・フロー
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１ 地域ブランド普及啓発支援
地域資源のブランディングに取り組みはじめたばかりの地域連携体等を対象に、知財を意識したブ
ランディングの方法や重要性への気づきを与えるために、知財やブランディングの専門家を派遣
し、ブランドコンセプトの醸成や知財戦略に基づく取組の方向性の整理などの支援を行いました。
参加地域：山梨県甲斐市、静岡県富士市

２ 地域ブランド育成・定着支援
地域資源のブランディングに取り組む地域連携体を対象に、大学と連携したブランディングの取組
みを推進し、地域資源のブランディングの確立やブランド力を向上することを目指し、専門家等から
なるコンサルチームを結成し、支援を行いました。また、参画する大学の学生を対象に、知財及び
ブランディングの講義も行いました。
参加地域：長野県松本市、静岡県静岡市

３ バイヤーとの商談機会の創出
本事業でブランド力を向上させた製品や地域団体商標に登録した製品などを対象に、複数名のバ
イヤーとの商談の場を設けました。バイヤーに商品情報を提供し、商品に対する評価や商品改善等
のアドバイスをもらうことで、商談や商品ブラッシュアップに繋げました。

４ 地域ブランドセミナー
「2地域ブランド育成・定着支援」の対象地域内において、地域の事業者・団体、自治体、支援機関
等を対象に、地域ブランド育成の重要性を広く周知することを目的としたセミナーを開催しました。

５ 成果報告集の作成
本事業の地域連携体における取組のモデルケースを広く周知し、他地域における地域ブランドの
取組を促進することを目的に、本事業の支援内容や各地域の取組内容をとりまとめた成果報告集
を作成しました。
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■ 専門家の紹介

■ 支援対象地域・取組テーマ

＜地域ブランド普及啓発支援＞

｜山梨県甲斐市： 「甲斐の桑」の認知度向上に向けた取組展開

地域団体商標に登録された「甲斐の桑茶」、「甲斐の桑パウダー」を活用し、商工会が中心となっ
て、地域内での魅力の再発見・認知度向上に向けた取組を検討しました。

｜静岡県富士市： 「富士のほうじ茶」のブランド化

生産者が連携し、加工販売事業者とともに、煎茶に代わる商品として、これまでにないほうじ茶の
試作を行うとともに、差別化ポイントを整理し、ブランド化に向けた検討を行いました。

＜地域ブランド育成・定着支援＞

｜長野県松本市： 健康寿命延伸都市･松本のイメージにつながる「松本の食」のブランディング

市内の事業者、行政、支援機関が一緒になって、松本の食のブランド化に向けて「健康朝食」とい
うひとつのテーマを設定し、そのコンセプトや基準について検討しました。

｜静岡県静岡市： 「しずまえ」の認知度向上とブランド化

「しずまえ」のブランド化を目指し、これまでそれぞれで活動していた市内３地区の「しずまえ」の取組
を共有するとともに、地域の垣根を超えた、様々な連携した取組を検討しました。

＜地域ブランドづくりの専門家：地域ブランド育成・定着支援の総合コーディネーター＞

｜有限会社永瀬事務所 代表取締役 永瀬正彦氏（バイヤーズ・ガイド編集発行人）

1999年に有限会社永瀬事務所を法人登記。2008年に『バイヤーズ・ガイド』を創刊し、編集発行人に就任。現
在、中央省庁や地方自治体の各種審議会委員や有識者としてアドバイザーを務める。
日本全国を自らの足でたずね歩き、各地域の方々と出会い、地元の食をいただき、販路開拓のお手伝いを
するのが至上の喜び。現在47都道府県すべての自治体をまわり10周目に入っている。

＜知的財産の専門家：地域ブランド普及啓発支援の総合コーディネーター＞

｜木戸弁理士事務所 弁理士 木戸基文氏

江田島（広島）のみかん農家に生まれる。愛媛大学大学院（農学）修了後、広島市役所で農業指導・農産物
ブランド化、植物公園の運営・企画を担当し、農業・地域振興に詳しい。在職中に弁理士資格を取得し上京、
大手事務所での修行を経て独立。独立後は中小企業を専門に特許・商標出願を行う他、特許庁等の中小企
業関連の委員・農林水産省「農業技術の匠」選定委員を歴任、公務員向けweb 教材の開発も手掛る。

＜情報発信の専門家＞

｜株式会社電通 ビジネス・デベロップメント＆アクティベーション局/ディレクター 金井毅氏

＜流通の専門家＞

｜株式会社京王百貨店 食品部 商品担当 バイヤー 野口喜弘氏

＜地域の実践者＞

｜吉岡食品工業株式会社 代表取締役 吉岡博美氏

平成30年度支援会合参加事業者（栃木県大田原市・栃木三鷹(唐辛子)）



■ 『地域ブランドづくりのコツ』
地域ブランドづくりの専門家
有限会社永瀬事務所 代表取締役 永瀬正彦氏
（バイヤーズ・ガイド編集発行人）

■ 『「売る」から「選ばれる」へ 知的財産を活用したブランディング』
知的財産の専門家
木戸弁理士事務所 弁理士 木戸基文氏

売れる地域ブランドづくりのポイント

有限会社永瀬事務所
代表取締役 永瀬正彦氏

木戸弁理士事務所
弁理士 木戸基文氏
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 知的財産は選ばれる理由
知的財産は小難しくて縁遠いイメージがあるところ、知的財産を商品が“選ば
れる理由”と考えますと、皆さんの商品にも必ず知的財産（＝選ばれる理
由）があります。
選ばれる理由を伸ばすことで、皆さんの商品は売れるブランドになります。ブラン
ドづくりの第一歩は、選ばれる理由を顧客との約束事と考えて、選ばれる理由
を言語化することです。地域ブランドでは、立場の異なる人をまとめるためにも、
ブランドコンセプトを分かりやすくブレのない言葉にすることが大切です。

 商標は地域と商品の顔
商標はお客さんが皆さんの商品に満足し、また同じ商品を買いたいときの目印になります。お客さんが皆
さんの商品を探しやすいよう、目印（＝商標）をしっかりと付けておくことが大切です。
商品を手に取ってもらうには、商品説明や包装デザインも重要になります。何をどう伝えるか、商品が選ば
れる理由に立ち返って考えることが大切です。

 売れるブランドづくりの秘けつ
秘けつは商品が選ばれる理由に気づき、それを伸ばすことです。SWOT分析で強み・弱みを整理し、強
みを表現したキャッチフレーズや、弱みを解消できる工夫を考えてみてはいかがでしょう。

 地域ブランドはヒト・モノ・コトの３要素で構成
地域ブランドとは、生活者が認識する様々な地域のイメージの総体です。地域
ブランドとは、「ヒト（商談力）」、「モノ（商品力）」、「コト（背景・ストー
リー）」の３つの要素でブランド価値を構成しています。その結果、カネ（売
上）を生み出すことに繋がります。地域ブランドづくりの第一歩は、この３要素
を考えることから始めるのが重要です。

 地域ブランドづくりのコツ
 ヒト（商談力）＝チームのベクトル合わせが重要
地域ブランドの取組は、チームのベクトル合わせが重要です。やるべきこと、やれること、やりたいことを整
理し、共通認識を持つことが大事となります。

 モノ（商品力）は、価格競争に巻き込まれないよう適切な売り先を目指す
ターゲットのイメージが沸かないと商品は売れません。ターゲット・利用シーンで商品の特性が決まると、お
のずと販路もみえてきます。価格競争に巻き込まれないよう、適切な売り先を目指すことが大切です。

 消費者は、コト（背景・ストーリー）に心を動かされる
コトを作り出す要素は、地域資源、暮らし、作り手や商品の開発ストーリーです。人を動かす（共感す
る・購入する）ことができるかを考え、地域や商品の良さを見つめ直すことが重要です。

Introduction



山梨県甲斐市

支援地域の取組
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｜取り組みテーマ

「甲斐の桑」の認知度向上に向けた取組展開

地域団体商標に登録された「甲斐の桑茶」、「甲斐の桑パ
ウダー」を活用し、商工会が中心となって、地域内での魅力
の再発見・認知度向上に向けた取組を検討しました。

｜取り組みの背景・きっかけ

 甲斐市では、山間地の土地一面を使って、かつて桑を栽培していたが、時代の流れに取り残されて
荒廃の一途を辿っていた。

 約20年前、「この地の桑畑を復活させ、甲斐市の活性化につなげたい」という地元の人々の想いを
受けて、甲斐の桑の再生プロジェクトに取り組み始めた。

 プロジェクトでは、桑茶、桑パウダー、桑の実ジャムなどの桑製品の開発を手掛け、「甲斐の桑茶」「甲
斐の桑パウダー」は、2019年に地域団体商標に登録された。

｜当初の課題

 地域団体商標を活用したブランディングの方法を学びたい
 これまでに桑製品を色々と開発しているもののターゲットが定まっていない
 近年、桑の葉による地域おこしの動きが各地で活発化しており、競合地域との差別化を図りたい

｜支援会合の検討内容

 知的財産を活かしたブランドづくりの検討
・専門家より、知的財産を活用したブランドづくりについて学んだ

 資源の洗い出し、桑の魅力・価値を見つめ直す
・桑の味や香りの特徴、効能やパウダー製品の使いやすさなどの選ばれる理由とともに、選ばれない
理由も整理し、桑の魅力・価値について見つめ直した

 桑を活用したブランディングの目指すべき方向性の共有と取組検討
・栄養満点な食材であるという桑の潜在能力を活かすとともに、本事業を通じて地域の歴史的な魅
力の再発掘を兼ねることを目指し、その実現に向けた取組を検討した
・さらに、高齢者世代と若年世代の交流機会の創出に繋げるため、まずは市内の人に知ってもらい、
親しまれ、愛される取組を検討した

＜取組体制＞



【担当窓口】
甲斐市商工会
担当：事務局次長 宮沢 洋
電話：055-276-2385
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「歴史」 「料理・商品開発」 「販路開拓」の３つのグループに
分かれ、認知度向上に繋がるアイデアを検討しました

＜取組目標＞
親しまれるブランドにするために、まずは市内
の人に親しまれ、愛されるものにする。

＜ターゲット＞
市内・子どもを持つ親世代

｜今後の取組内容
 市内への認知度向上に向けた情報発信
 甲斐の桑に関するセミナーの開催
 学校給食及び高齢施設への提案と商品提供
 料理コンテストの開催
 Ｗebサイトの構築とSNSの活用

参加者を「歴史を掘り下げる」、「料理、商品の開発」、「販路開拓、販促の場づく
り」の３つの役割に分担し、「甲斐の桑」の認知度向上に繋がる取組についてそれ
ぞれが検討を行いました。

＜キャッチフレーズ＞
“おぼこさんに喰わせるもん喰わせるだけ”
～「ぼこ」は甲州弁で「子ども」の意味。蚕は「おぼこさん」と当時呼ばれており、子どもより大事にさ
れていた。
桑は「お蚕さん」だけが食べていたもので、子どもが食べたくても食べられなかった。 “おぼこさんに
喰わせるもん喰わせるだけ“は、おぼこさん（お蚕さん）が食べていたものを本当はあげたくない
けど特別にお分けします、大切にしているものをお譲りしますというニュアンスを込めている～

 「活動推進協議会」の設立
•商工会を中心とした活動組織
•桑の認知度アップと販路開拓を目指す
• メンバーは、桑事業従事者、協力事業者や
個人など

•定例会を月1回程度開催

▽参加地域のコメント

▽担当コーディネーターの評価・アドバイス（木戸弁理士事務所 木戸基文氏）
皆さんのブランドは、地元の方々が荒れ果てた桑畑を復活させたことから始まる、地元の方々が流した汗の結晶

です。
自分たちが買わないものを、よその人が気に入るはずもありません。「まず地元の人が」を合い言葉に、地元の人

に親しんでもらうことから始めましょう。「幸せの青い鳥」の話をご存じですか。インバウンド（訪日外国人旅行）需
要や輸出需要が持てはやされていますが、幸せも顧客も身近なところにあるのかもしれません。

本事業を通して、地域ブランドづくりのためには、まず地域に広めていくことが大切だと改めて認識しました。
今後は「甲斐の桑」に特化したWEBサイトの構築や、学校給食への提供などを行い、より多くの人に知ってもら

えるように取り組んでいきたいです。

｜取り組み結果



静岡県富士市

支援地域の取組
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｜取り組みの背景・きっかけ

 富士山南麓に広がる茶畑で、富士山を由来とする黒ぼく土とミネラル豊富な富士山の伏流水により
良質な茶葉が生産されている。

 生産・加工・販売までを一貫して行う「自園自製自販」が多く、各生産者のこだわりの煎茶が販売さ
れている。

 しかし、ペットボトル飲料の普及により、急須で淹れる一番茶の価格が大幅に下落したことに加え、富
士市は、県内においても新茶の時期が遅いことなどから、県平均価格よりも低く取引されている。

｜取り組みテーマ

「富士のほうじ茶」のブランド化

生産者が連携し、加工販売事業者とともに、煎茶に代わる
商品として、これまでにないほうじ茶の試作を行うとともに、差
別化ポイントを整理し、ブランド化に向けた検討を行いました。

｜当初の課題

 煎茶に代わる高付加価値の商品を開発したい
 近年、消費量が拡大している「ほうじ茶」の新商品を開発し、ブランド化を目指したい

｜支援会合の検討内容

 地域内の生産者や加工販売事業者が集まり、検討を行った
・富士市内の生産者による活動団体「茶レンジャー」を中心に、加工・販売を行う事業者や関係者
が一堂に集まり、富士のほうじ茶のブランド化に向けて検討を行った
・それぞれの立場の意見を共有する機会とした

 富士のほうじ茶の特徴・差別化ポイントを整理した
・生産・加工・販売の各工程を洗い出し、差別化ポイント(消費者へのアピールポイント)を整理した

 富士のほうじ茶の試作および支援会合参加者による試飲評価
・茶レンジャーが試作したほうじ茶を試飲し、使用する茶葉や焙煎具合などを検討した
・富士のほうじ茶の定義付けを行い、その言語化に取り組んだ

＜取組体制＞



【担当窓口】
富士市産業経済部農政課
担当：農業振興担当 道倉 健太
電話：0545-55-2781
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「富士のほうじ茶」のブランド定義の明文化を行うとともに、
ネーミングやターゲット層を検討しました

＜富士のほうじ茶とは＞
JA富士市茶レンジャー製造部会員の茶畑で栽培した生葉を
自工場で荒茶にしたものを、富士市内で焙煎した茶

｜今後の取組内容

 生産・加工の開始
令和2年9月頃より、茶レンジャーによるほうじ茶の生産・加工を開始

 市内の販路の開拓に向けた取組
令和2年11月頃より、商工会議所・商工会による市内飲食店でのイベントを展開

 市外の販路開拓に向けた準備
マーケティング調査・プランニングの実施、テストマーケティングや招待イベントの開催 など

富士のほうじ茶のブランド化に向けて、生産工程を洗い出し、差別化ポイントから
ブランドの方向性を検討するとともに、ブランドの定義（顧客との約束）を明文化
しました。

｜取り組み結果

＜ネーミング（案）＞
『 Mt.HO-JI 』 『 てっぺんほうじ 』 など

＜ターゲット・利用場面（案）＞
娘(20歳代)から母(50歳代)へのプレゼント用

▽参加地域のコメント

▽担当コーディネーターの評価・アドバイス（木戸弁理士事務所 木戸基文氏）
茶レンジャーの方々は、地域の子供に急須で入れる茶を伝える活動をされています。この取り組みに集まった

方々は、茶農家や茶商、農協というご自身の立場にとらわれず、地域の産業を守ろうと協力されています。皆さん
の熱意と誠意があれば、困難な状況にも立ち向かえるでしょう。
ブランド化の本質は、皆さんが目指す旗を掲げることです。伝統産業や地場産業では業界のタブーや先入観に、

困難な状況に立ち向かうヒントがありますよ。

木戸先生のご指導により、選ばれる理由や分かりやすくブレのない明確な定義が必要であることを知るとともに、
「富士のほうじ茶」には他のほうじ茶にない強みがあることも再認識することができました。今後は生産者を中心に
ほうじ茶やほうじ茶に係るストーリーを完成させ、販路開拓に努めていきます。



長野県松本市

｜取り組みの背景・きっかけ

 松本市では、「健康寿命延伸都市・松本」の創造を目指し、市民一人ひとりが主体となって健康寿
命を延伸し、誰もが生きがいを持って暮らし続けることができるまちづくりを進めている。

 そうした背景から、「健康寿命延伸都市・松本」をイメージできる、農産物から加工品までを包括した
「松本の食」のブランドの構築について検討を始めた。

｜当初の課題

 松本市の持つ地域資源の魅力やテーマが整理できていない
 これまで地域の事業者を巻き込んだブランディングの取組みを行ったことなく、事業者や支援機関
同士の情報共有が行われていなかった

｜取り組みテーマ

健康寿命延伸都市･松本のイメージにつながる
「松本の食」のブランディング

支援地域の取組
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市内の事業者、行政、支援機関が一緒になって、松本の食
のブランド化に向けて「健康朝食」というひとつのテーマを設定
し、そのコンセプトや基準について検討しました。

｜支援会合の検討内容

 松本市ならではの食の地域資源や取組みの洗い出し
・発酵食品や野菜・果物、水が豊富、減塩・食育の取組みが進んでいることなどを整理した

 地域資源や参加事業者・支援機関の所有する技術の共有
・各事業者の技術や強みを整理するとともに、参加者同士で情報共有した

 現状を踏まえた取組みアイデアの検討、ブランド方向性についてのディスカッション
・様々な素材を対象に市全体で取り組めるブランドの構築を目指し、テーマを「健康朝食」とした

 「松本健康朝食」をテーマとした取組みの検討
・松本市の食のブランディングの確立に向けて、「松本健康朝食」のコンセプトや基準を検討した

＜取組体制＞



地域が一体となって
「松本健康朝食」のブランドコンセプトづくりを行いました

＜松本健康朝食のコンセプト（案）＞
「カラダの基本は朝食から。松本健康朝食で食生活の改善を！」
松本市では、バランスのとれた食事や食育活動を通じて、健康
寿命延伸の取組みを推進しています。その松本市が推奨する栄
養バランスの取れた「松本の健康朝食」をお召しあがりください。

｜今後の取組内容
 ブランドの構築
ブランドのコンセプトや参加のルールを
確定させる

 運営体制の構築
ブランドを推進・認定するための体制を
構築する

松本健康朝食のブランド化に向けて、市内事業者・支援機関・行政が一緒になっ
て、ブランドコンセプトなどブランドにふさわしい条件について検討しました。

【担当窓口】
松本市商工観光部商工課
担当：丸山 行康
電話：0263-34-3270

｜取り組み結果

＜「松本健康朝食」ブランドにふさわしい条件（案）＞
対象事業者 ：松本市内の事業者
対 象 商 品 ：一般消費者に販売される朝食らしい食料加工品

飲食店、宿泊施設が提供する朝食メニュー
原 料 ：主な原料は、できるだけ「松本地域産」、難しければ「長野県内産」、最低でも

「国内産」
製 造 方 法 ：発酵食品、減塩・減砂糖、天然だし使用、酢の活用などの条件を設定
ト ピ ッ ク ：商品ごとにコンセプトにふさわしいトピックを付与する
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 活用方法の検討
ブランドの活用方法を検討し、実行する
（活用案）
・ロゴマークの作成、登録商品の募集
・情報発信（広報誌、冊子、HP・SNSなど）
・イベントやコンテスト等の実施
・ホテル、外食とのタイアップ 等

▽参加地域のコメント

▽担当コーディネーターの評価・アドバイス（有限会社永瀬事務所 永瀬正彦氏）
松本市の場合、具体的な食材や食品をテーマにブランディングを行うのではなく、“健康”というコンセプトをブラン

ド化するのは大変だったと思います。その中で『松本健康朝食』というコンセプトを導き出し、来年度から同コンセプ
トのもと、具体的なブランドや商品づくりに入っていくことになります。
参加事業者の皆様が『松本健康朝食』商品を数多く輩出することで、『松本健康朝食』が集積し松本市が産

地となっていきます。頑張ってください！

今回、松本の持つ地域資源の豊富さを再認識することができました。一方、そうした多くの資源を活用した統一
感を持つコンセプトづくりの難しさを痛感しました。今後、多くの事業者が参加できるものとできるよう、ブラッシュアッ
プを図り、一つのブランドとしての確立を目指して取り組みます。



静岡県静岡市

支援地域の取組
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｜取り組みの背景・きっかけ

 静岡市では、「しずまえ」＝「清水区蒲原から駿河区石部までの市域及び海エリア」のブランド化に向
け、平成28年にしずまえ振興協議会を設立。「由比・蒲原」「清水」「用宗」の港ごと3地区でそれぞ
れ活動を展開していた。

 「しずまえ」のブランド確立に向けて、しずまえエリアが一丸となった取組を検討するために、今年度
「しずまえ大学」を開校した。

｜取り組みテーマ

「しずまえ」の認知度向上とブランド化

「しずまえ」のブランド化を目指し、これまでそれぞれで活動し
ていた市内３地区の「しずまえ」の取組を共有するとともに、
地域の垣根を超えた、様々な連携した取組を検討しました。

｜当初の課題

 各個人や地区部会ごとの取組は多いが、「しずまえ」地域が連携する一体となった取組がほとんど
なく、「しずまえ」地域が一丸となってブランド確立を目指したい

 各自がバラバラに情報発信を行っており、「しずまえ」の魅力が十分に認知されていないため、
「しずまえ」の魅力を磨き、情報発信力をアップしたい

｜支援会合の検討内容

 地域の垣根を超えた活発なディスカッションと情報共有
・これまで各部会や大学がそれぞれ取り組んできた内容やブランドに対する想いについて、全員で共
有し、「しずまえ」の魅力や価値を再認識した

 「しずまえ」の魅力の再認識
・「資産の棚卸」（＝強み・弱みの徹底的な把握）を行い、「しずまえ」の豊かさや魅力を改めて整
理・共有した

 連携した取組の検討
・個別に様々な活動をしているメンバー同士が活発な意見交換をすることで、互いに刺激を受け、連
携してブランドの確立を目指すという意識が高まった
・連携した取組について具体的に検討した

＜取組体制＞ しずまえ大学
しずまえ振興協議会

本部会
しずまえ
応援団

商品開発
プロジェクト

東海大学

由比･蒲原 清水 用宗
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ディスカッションを通じて連携意識が強固になり、様々な連携
による取組展開に向けて具体的に検討が進みました

 「用宗アカモク×丸子とろろ」プロジェクト
（４月１日スタート決定）

 究極のマグロの可視化へ向けた取組
（３月上旬スタート決定）

 しずまえハラール三色丼の普及へ

 東海大学×アカモク商品の開発

｜今後の取組内容

 しずまえ大学の継続開催
今年度の取組を継続し、今後も適宜、全体会を実施
 各地区部会が一体となり、同じベクトルでブランド確立を目指す

個別に様々な活動をしているメンバー同士が活発な意見交換をすることで、互いに
刺激を受け、連携してブランドの確立を目指すという意識が高まり、新たな取組展
開に向けた検討が進みました。

｜取り組み

＜連携による新たな取組展開の一例＞

【担当窓口】
静岡市経済局農林水産部水産漁港課
担当：しずまえ振興係 西岡 海人
電話：054-354-2337

 飲食店や小学生を主なターゲットとした年間約80のＰＲ事業の実施
・しずまえ鮮魚取扱店の見える化、「しずまえ新聞」の全小中学生配布 など

 NPO、大学、企業と連携した「しずまえPR」の推進
・静岡おまちバル実行委員会や飲食業組合、東海大学との連携推進 など

＜「しずまえ」の認知度向上に向けた静岡市による主な取組＞

▽参加地域のコメント

▽担当コーディネーターの評価・アドバイス（有限会社永瀬事務所 永瀬正彦氏）
静岡市の場合、由比・蒲原は“桜えび”、清水は“マグロ”、用宗は“しらす”と各地域に素晴らしい資源が既にあ

り、これを静岡市という上層概念で括る難しさがありました。ですが、市役所の熱意、参加事業者の横連携と前
向きな姿勢、東海大学の熱心な参加・協力など、まさに産学官連携の力で“しずまえ”ブランドを創り出していった
のだと思います。

3地域連携によるPR・発信で商品のアウトバウンドとともに、3地域を周遊する観光インバウンドに結びつけてい
けたら良いですね。

「しずまえ」３地域の関係者と東海大学の学生が一堂に会し、活発な意見交換ができました。議論を深める中
で、「しずまえ」の魅力を再発見し連携してブランド構築に取り組んでいくという意識が飛躍的に高まりました。今後
３地域が更に連携し、「魚の美味しさの見える化」や「食を通じた周遊イベント」などに取り組んでいきます。



地域ブランドセミナー開催結果概要

地域ブランド育成・定着支援を実施した長野県松本市、静岡県静岡市において、地域ブランド育成の
重要性を地域内で広く周知するため、「地域で取り組む、地域ブランドづくり」をテーマとした講演・パネルディ
スカッション形式のセミナーを開催しました。

｜松本市地域ブランドセミナー

【日 程】 令和2年2月17日（月）
【場 所】 旧まつもと情報創造館（松本市)
【参 加 者】 一般参加者 25名
【プログラム】 ○基調講演 『地域ブランドづくりの基礎知識』

（講師：有限会社永瀬事務所 代表取締役 永瀬正彦氏）
○事業概要報告（報告：株式会社アール・ピー・アイ 矢野雄介）
○取組内容発表
（発表：一般財団法人松本ものづくり産業支援センター 豊口稔氏

一般社団法人腸活環境育成協会 神谷陽子氏）
○産学官連携の紹介（発表：国立大学法人信州大学 学術研究院 林靖人氏）
○パネルディスカッション 『地域ブランドづくりのポイント』
コーディネーター ｜有限会社永瀬事務所 代表取締役 永瀬正彦氏
パネリスト ｜一般財団法人松本ものづくり産業支援センター 豊口稔氏

セントラルパック株式会社 青木幸一氏
ゴールドパック株式会社 重田貴史氏
株式会社スドージャム 柚木良太氏
大信州酒造株式会社 関澤結城氏
一般社団法人腸活環境育成協会 神谷陽子氏
国立大学法人信州大学 学術研究院 林靖人氏

＊開催結果

13

↑基調講演
永瀬氏によるブランド化を行う
上で基礎となる要素や事例を
交えたブランドづくりのコツに関す
る講演。

↑事業概要報告
事務局による全国調査結果*
を用いた地域の特徴や事業説
明。（*「地域元気指数調査」
(株)アール・ピー・アイ）

↑取組発表
支援センターによる「松本健康
朝食」をテーマとした松本の食
のブランディングに向けた会合の
取組結果の発表。

←取組発表
腸活環境育成協会
による自社の取組発
表や信州大学による
「健康朝食」をテーマ
とした、学生による検
討内容の紹介。

←パネルディスカッション
信州大学や会合参加
事業者をパネリストに迎
え、地域連携によるブラ
ンディングや松本健康朝
食の今後の展開に関す
るディスカッション。

松本市
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地域自らが事業を振り返り発表したことで、継続した取組みに繋げるとともに、市内の事業者に取組みを
宣言し、参加を呼びかけました。
また、周辺の地域に地域ブランドの重要性や取組み事例を伝えたことで、地域での波及効果が期待され

ます。

｜地域ブランドセミナー
～由比・蒲原、清水、用宗の３地区で取り組む、しずまえブランドづくり～

【日 程】 令和2年2月21日（金）
【場 所】 静岡音楽館AOI講堂（静岡市)
【参 加 者】 一般参加者 75名
【プログラム】 ○基調講演 『地域ブランドづくりの基礎知識』

（講師：有限会社永瀬事務所 代表取締役 永瀬正彦氏）
○事業概要報告（報告：株式会社アール・ピー・アイ 矢野雄介）
○取組内容発表（発表：静岡市水産漁港課しずまえ振興係 西岡海人氏）
○パネルディスカッション 『3地区で取り組むしずまえブランドづくり』
コーディネーター ｜有限会社永瀬事務所 代表取締役 永瀬正彦氏
パネリスト ｜しずまえ協議会 由比・蒲原地区代表 山崎伴子氏

清水地区代表 中村誠一朗氏
用宗地区代表 内山和俊氏

東海大学海洋学部しずまえ応援団長 水野加寿樹氏
静岡市水産漁港課しずまえ振興係長 山本輝氏

＊開催結果

静岡市

↑基調講演
永瀬氏によるブランド化を行う
上で基礎となる要素や事例を
交えたブランドづくりのコツに関す
る講演。

↑事業概要報告
事務局による全国調査結果*
を用いた地域の特徴や事業説
明。（*「地域元気指数調査」
(株)アール・ピー・アイ）

↑取組発表
静岡市による「しずまえ大学」
開講の経緯や「しずまえ」の魅
力等の支援会合で得た気づき
についての発表。

←パネルディスカッション
３地区の代表、海洋大学、市役所をパネ
リストに迎え、支援会合を通じて気づいた
３地区それぞれの特色や地域と大学の連
携の重要性、しずまえブランド確立に向け
た今後の展望や抱負等に関するディスカッ
ション。



令和元年度
売れる地域ブランド育成・定着支援事業

令和２年３月
業務請負事業者

株式会社アール・ピー・アイ
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