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Abstract : The author has studied and practiced "local 
revitalization design" which is made with use of local 
resources for about 5 years from preliminary construction 
p h a s e  o f  t h e  f a c i l i t y,  A p r i l  2 0 1 2  t o  M a r c h  2 0 1 7 .
Examples of cases where "business" and "event" produced a 
synergistic effect, which is the two pillars of "so and others" 

地域再生を目指したリアルメディアのデザイン
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1. はじめに 
　空のえき「そ・ら・ら」（以下「そ・ら・ら」）は小美玉市
の直営施設として、2012 年 7 月 31 日にオープンした。県
内外から訪れた方々には地域ならではのおもてなしを提供し、
市内の方々には地域住民がつながり絆を深め合えるまちづく
りを意図した小美玉市地域再生拠点施設である。基本方針は、
まちに眠っている小美玉市の魅力を発掘し、活用・発信する
ことにより、小美玉市民のシビックプライドの醸成や市外か
らの評価を高め、経済的利益創出も可能とする「地域ブラン
ド力アップ」であった。
地域再生という概念に重点を置き、「地域再生＝人々が集う場

（集客）」という目標を立て、当初目標の年間 23 万人を遥か
に超える、1 年で約 66 万人の来場者を得た。
　しかし、冬場になってからは来場者が減る一方だった。そ
こで、運営の代表を中心としたウェルカムセンターは、テナ
ントと集客対策会議を行い、来場者に愛着を持たせ、リピー
ターになってもらえるよう、「地域体験まつり」を開催するこ
とに至った。

2.「地域体験まつり」から、地域再生へ
　「地域体験まつり」とは、地域を「まなぶ」「遊ぶ」「食べる」
集いの場であると協議された。このような場を設けることで、
地域の人々が、より多くの来場者となり小美玉市と「そ・ら・ら」
へ愛着を持ち、ファンや継続的なリピーターになると、仮説
を立て、参与観察研究を行った。
　仮説をもとに、初の試み「円にち そ・ら・ら食彩まつり（以
下円にち）」を開催した。
　その結果、冬場の平均来場者数約 1,000 名に対して、来場
者が 3 倍以上の 3,300 名になる快挙を遂げた。リピーターが
増え、テナントの売上も上がるという「地域体験まつり」に
よる、地域再生サイクル（図１）」が生まれた。

3.「地域体験まつり」の実践について
3-1. 円にち そ・ら・ら食彩まつり
　2015 年 2 月、第１回「円にち そ・ら・ら食彩まつり」を
開催し、毎月第１日曜日を「円にち」と名付け、テーマも毎月、
旬に合わせて変えることで、いつ来ても新鮮で、楽しい場づ
くりを意識した。
　また、「そ・ら・ら」は地域再生拠点施設として、地域の未

来を担う「子どもたち」に地域の記憶と愛着を心に刻む機会
を創出するために、地域ならではの体験型の催しを企画して
きた。例えば、地域の食材を生かした「ひな寿司づくり親子
教室」「ほしいもづくり」のような「農・食」の体験型企画から、
ゲーム性のある「昔遊び」「簡単科学教室」「工作教室」など、
種類は様々である。定期的に人が集まることになってからは、
近所の地域住民も「昔遊び」や「餅つき」などの催し物で積
極的に参画してくれるようになった。
　
3-2. オミタマ玉子王国の玉子まつり
　小美玉市ならではの魅力を楽しんでもらえるかを考え、日
本一の生産量を誇る小美玉市の卵をテーマにした「オミタマ
玉子王国の玉子まつり（以下「玉子まつり」）」を企画した。
　2016 年 3 月 26 日（土）に行った、第 1 回「玉子まつり」
は、土曜日開催というハンディキャップがあったのにも関わ
らず（「そ・ら・ら」の場合、土曜日より日曜日の来場者が多
い）、来場者約 4,000 名を達成した。当時の土曜日の来場者が、
平均約 1,200 名ほどだったのを考えると、約３〜４倍の来場
者数であった。

3-3. オミタマ乳牛王国の牛乳まつり　
　「玉子まつり」の盛況により、小美玉市の美野里酪農業協同
組合の組合長に「牛乳をテーマにした祭を開催したい」とい
う声をかけられ、「そ・ら・ら」との連携事業として、2016
年 11 月 11 日（日）に第１回オミタマ乳牛王国の牛乳まつり（以
下「牛乳まつり」）を開催するに至った。その結果、来場者数
約 5,500 名となり。関係各団体や来場者から好評であった。
　「牛乳まつり」は、「玉子まつり」で見えてきた下記の３点
の反省を踏まえ企画・実行を行った。１）実行委員会形式の
まつり体制を構築し、柔軟な運営ができるようにしたこと、２）
実行委員会に入った組織から各団体が予算を出し合い、継続
的にまつりが開催できる体制を作ったこと、３）独自性の高
い「牛乳まつり」を目指したこと、である。「そ・ら・ら」は
茨城空港と隣接しているため、茨城空港ターミナルビルと連
携し、「空」と「牛乳」の共同企画を実現した。

4.「地域体験まつり」の企画運営のコツ
4-1. 来場を促す仕組みとマーケティング
　マーケティング戦略は、大きく「分析」→「立案」→「展開」
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に分かれる。まず、「分析」は市場機会（来場者のニーズや施
設の強み把握）を特定することである。分析はクロス SWOT
ツールを使った。次の「立案」では、セグメンテーションとター
ゲティング（図２）を通し、ポジショニングまで行った。最後に、

「展開」として、商品開発の基本フレームワークの 4p を用いた。
①製品（Product）：地域性を示す地域体験まつり
②価格（Price）：100 〜 200 円で楽しめる手軽なまつり
③場（Place）：近隣市町村の親子をターゲットとする場づくり
④コミュニケーション（Promotion）：告知は大枠として、「紙
媒体」「ウェブ」「マスコミへの露出拡大」を利用。特に効果
的だったのは、ポジショニングを通じて絞ったターゲットに、
学校を通じてチラシ配布したことである。

4-2. 地域性から経済的利益を生む企画・実行力 
　「希少性（地域ならではの、ここでしか味わえない）」×「体
験型」×「お土産」に重点をおき、地域の特産品などの「希少性」
のあるテーマを決めた。その後の企画立案と実行で来場者の
現地体験を促し、帰り際にはおみやげなどの購買欲を高めた。

「牛乳まつり」で販売したヨーグルトは過去最高売上を記録し
た。
　　
4-3. ファンづくりと地域住民の巻き込み
　「地域体験まつり」の開催では、人々とのつながりを重視し
た。館内装飾や催し物は徹底的な手作りにこだわった。地域住
民とつながり、協同で実施したことで、通常の商業施設にはな
い親しみあふれる雰囲気が表現できた。多様な組織と積極的に
つながることで客観的視点が入り、運営の刺激となるだけでな
く、各組織のネットワークを生かした集客効果も高い。
　インターネットを通じた来場者とのつながりも一定の効果
があった。公式 Facebook ページでは、約 1700 人のファンを
確保できた。アンケート集計からは、インターネット上での
情報取得率は平均１割強で、予算をかけず集客できる効果が
あることが分かった。

5. 考察　
　テーマからまつりの内容まで「地域性」と「体験型」に徹
底的にこだわることで、地域・施設への愛着を生み出す効果
があった。担当職員や地域住民の意識の変化もあり、「卵生産
日本一」や「特産ヨーグルト」を店頭 POP や広報、普段の会
話などで自然と表現するようになった。特にまつりの主催側
に地域の方々を巻き込めたことで大きな効果を得たと考える。
　既に第 2 回の開催が決定している「玉子まつり」と「牛乳
まつり」の大盛況は地域住民や他組織を含む主催側の自信に
もつながり、地域へ愛着を持つきっかけになったと考える。
今まで「畜産が盛んな町」というイメージは地域住民にとっ
ては、あまり好ましく思われない現状があったが、「地域体験
まつり」を通じ、地域の資源を改めて認識し、その恵みに感

謝する機会となり、本来の「まつり＝地域への感謝」が蘇っ
たとも考えられる。
　また「地域体験まつり」は、地域の魅力発信や市民参加・
交流の場としての「リアルメディア」でもある。まつり好き
な市外からの来場者に楽しんでもらいながら PR ができ、地
域の方々にとっては、今までの固い市民参加の場と違って、
家族と気軽に参加するだけで地域への気付きが促され、自然
とシビックプライド醸成につながると考える。今後、小美玉
市の誇れる地域体験型の新たな「まつり」になっていくと期
待できる。

6. まとめ
　地域再生を目的にした「そ・ら・ら」における「地域体験
まつり」の企画運営の要点は、以下の５つである。
１）地域資源を掘り起こしたテーマで、ここでしか楽しめ
　　ない「希少性」にこだわる。
２）来場者にはまつりの各テーマに沿った体験型企画で存分
　　に楽しんでもらう。
３）地域の物語で、感動のある商品を提供し、経済的価値の
　　創出も狙う。
４）場づくりのマーケティング戦略と実行。
５）地域の住民と外部組織を巻き込む多様な組織や茨城県と
　　の共同で取り組んでいくことで、周辺地域や県全体にも
　　誇りと愛着を持つ人々が増える可能性があると考える。

7. 今後の課題について　
　本取組から明らかになった施設運営全体に関わる今後の課
題は、下記の３つに集約される。
１）平日稼働率の向上
　まつりや催しの日には人が来ているが、それ以外の平日に
人が来ていないことから、今後は平日の賑わい創出のため、
地域住民への利用醸成が求められると考える。
２）来場者目線の導入
　現状、来場者のニーズを聞く機会や市民目線を知る接点は
アンケート以外にはなく、運営寄りの都合を重視した運営に
陥りやすい。来場者のニーズを積極的に取り入れて柔軟な発
想での運営が求められる。
３）長期的ビジョンの構想
　現状、催しによる短期的な賑わい創出に力は入れているが、
日常的な来場者は少ない。屋根がない施設の特性から、賑わ
いづくりが天候に左右され、手の打ちどころも限られてくる
ことから、ドーム型の屋根設置が必要である。ハード面での
投資には様々な課題があるが、「地域再生」という施設の役割
から考えると、恒常的に人が集う場として利用でき、シビッ
クプライド醸成とともに、経済的な利益創出につながると考
える。最後に、地域の商品力を向上させるという長期的視点
から逆算して、投資対効果を検討する必要があると考える。

　

図１地域再生サイクル 図２ターゲティング


