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はじめに

本市を取り巻く状況が厳しさを増す中、市民本位の活力ある行政を

展開するためには、市政のあり方、役割、そして市民のために何をす
べきかを考え、市民の視点に立って、常に改善・改革する必要があり

ます。

そこで、限られた経営資源 (ヒ ト、モノ、カネ、情報)を有効活用

して、市民の満足度を向上させる行政経営の考え方にもとづいて、若

手職員育成を目的としたプロジェクトチームが新たに設置されました。

このプロジェクトチームでは、「岩国錦帯橋空港を活用した新たなま

ちづくり」について調査、研究、検討を行つた成果を提案します。

行政の枠にとらわれない、柔軟な考え方で、「より魅力のある活気あ

ふれるまち」を描けたと思つております。

私たちはこの提言が、地域住民の皆様はもちろんのこと、県東部、

ひいては世界の皆様からのニーズにも、幅広く対応できる「魅力的な

まち」になる一助となると確信しております。

平成 26年 1月

2013年若手職員プロジェクトチーム
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1.市の課題

現在、岩国市では、「知名度が低い」ことから、目的・興味を持

って主体的に岩国市を訪れる人が少ないこと、通過型観光、観光

スボットの点在化、客層の偏りなどの「観光における諸問題」、特

産品の価値・質が全国的に認知されていない、また認識してもら

う機会も少ないため、「産業が活性化していない」こと、「人口に

占める若者の割合が低い」ことから、新しいものが生まれにくく、

まちに元気がないこと、騒音や治安維持の観点から、「米軍基地の

存在がネガティブに捉えられがち」であること、など、いくつか

の課題を抱えています。

私たちはこれらを解決し、岩国市を「より魅力のある活気あふ

れるまち」にしたいと考えます。

現在の岩国市が抱える課題中日

X知 名度が低い

X観 光における諸問題

X産業が活性化していない

X人口に占める若者の割合が低い

X米軍基地の存在がネガティブに捉えられがち

より魅力ある活気あふれるまちへ !!
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2 契機

そのようなまちとなる契機となるもの、それは、岩国錦帯橋空

港の開港です。

長年の地域住民の努力により、空港空白地帯に開港し、開港後

順調な搭乗率を維持しています。

また、岩国―東京間の移動時間短縮によつてビジネスや観光シー

ンでの利便性が向上しました。
この空港開港を契機に「岩国発の新しい魅力」を創出し、
「岩国の魅力を外に向けて発信したい !」

「岩国に住むことのメリットを増やしたい !」 と考えています。

2012年 12月 13日

岩国錦帯橋空港開港 !!

>長年の地域住民の努力、日米の友好の実績として空港が開港

>空港空白地帯に位置し、開港後も順調な搭乗率を維持

>東京との時間短縮によつて、ビジネスロ観光シーンで利便性が向上

岩国の魅力を外に向けて発信したい !

岩国に住むことのメリットを増やしたい !

「岩国発の新しい魅力」を創出
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3.理念
「新しい魅力」の創出にあたり、理念が二つあります。
一つ目は「選ばれる岩国」です。
「選ばれる岩国」とは、岩国の知名度向上や、既存資源の有効

活用による「新たな魅力」の創出などによつて、幅広いニーズに

応えることができるまちです。
二つ日は「選べる岩国」です。
「選べる岩国」とは、地域住民の皆様に、多様な選択肢が提供

され、また、首都圏や世界との交流を通し、新たな文化・経済活

動が創出されるまちです。
このように、地域住民の皆様はもちろんのこと、県東部、ひい

ては世界の皆様からのニーズにも、幅広く対応できる「魅力的な

まち」にしていく、という理念の下、提案内容を考えました。

『選ばれる岩国』
岩国の知名度向上や、既存資源の有効活用による新たな魅力

の創出により、幅広いニーズに応えることができるまち。

『選べる岩国』
地域住民に多様な選択肢が提供され、また、首都圏や世界との

交流を通し、新たな文化・経済活動が創出されるまち。

選ばれる!

岩田市
選べる!

□
齋 曰

H旧

岡
目
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4.具体的提案

以上の背景と理念を踏まえ、4つの具体的提案をします。
一つ日は「プロモーションビデオ」、
二つ日は「観光アプリ」、

三つ日は「岩国特産アラカル トツアー」、

四つ日は「創造&交流」エリアです。

四つの提案を説明するにあたつて、短期的に効果が発現するも

のから、長期的な事業展望を見込んでいるものまで、順に説明し

ます。

それでは、この四つの提案について具体的に説明していきます。

4つの具体的提案

I.プロモーションビデオ

H.観光アプリ

H.岩国特産アラカルトツアー

Ⅳ.『創造&交流』エリア
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I.プロモーションビデオ

一 つ 目の 提 案 は 、 プ ロモ ー シ ョン ビデ オ ～ THIS IS

OUR CITY～ の作成です。

IEプロモーションビT~オ

,●●

～THES ES,OUR CHY～
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まずは岩国市の現状ですが、平成 24年度の観光動態調査による

と、「旅行先を決めるのに最も参考にしたものはJの項目に対して、
「観光ツアーに組み込まれている」との回答が約 22%と 最上位に

あり、主体的に岩国を選んで訪れる人が少ないと言えます。

平成24年度の観光動態調査によると、「旅行先を決める
のに最も参考にしたものは」という項目で「観光ツアーコー
スに組まれている」が約22%と最上位であり、主体的に

岩国を選んで訪れる人が少ないと言える。

平成24年度

観光動態調査

ロツアーコース

日新聞・雑誌

■テレビBラジオ

■インターネット

ロ友達の話

ロポスター・パンフ

ロその他
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ここで重要になつてくるのが岩国市の知名度を上げることです。

グラフにあるように、私たちが観光地に選ぷ基準としてもマスコ

ミや周りの評判の影響は大きいのではないかと思います。

ツアーに組み込まれてくるのではなく、目的・興味をもつて主

体的に岩国市に来ていただけるようにしていくことが大切です。

岩国が選ばれるためには…

岩国市の知名度を豊tずる

ことが重要である !

平成24年度観光動態調査
ツアーに組み込まれている(22%)

マスコミ等周りの 判 か 兆観 根 (78% う

目的 □興味 をもって
岩国市に来てもらいたい !BJ側

酬
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そこで考えたのが、プロモーションビデオの作成です。

活字を統むより、面白かったり、綺麗だつたりと、インパク ト

のある映像を目で見て耳で聞いたほうが印象に残りやすく興味を

持つてもらえるのではないでしょうか。

現在、継続的な効果を生むものの方が重視されがちですが、プ
ロモーションビデオをはじめ、ゆるキャラ等の一過性の効果を生

むものも、きつかけ、話題づくりとなり、市の活性化にはとても

大切なことだと思います。

岩国市が一丸となり心温まる動画を配信し、来岩者の増加を図

ります。

知名度を上げ
目的日興味をもってもらう手段として…

パンフレットや説明
文章を読むより、
日で見て耳で聞い
たほうが印象に残
りやすい !

全国、特に首都田
の方に心暖まる動
画を提供し岩国市
をPRすることで来
岩者の増加を図
る !

一
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まずはプロモーションビデオを作成した際の配信方法ですが、
一つ日は、ソーシャルネットワークサービスは5)の活用。こちらは、

配信した動画を市民に協力してもらい、全国に向けて拡大してい

けたらと考えます。二つ目に、動画配信サイトの活用。二つ目に、
マスコミの活用。こちらは、テレビ山口で毎年開催されている『ふ

るさとCM大賞』に応募したり、報道機関に行政からプレスリリ
~ス 鰈6)したりすることで、注目を集めます。そして最後に、一番

の視聴ターゲットである首都圏での配信、といつた方法で、全国

に動画を拡散していけたらと思います。

PV配信方法

t燻
こヽ   f

→ソーシャ,レ・ネットワーク・サービス (sNS)の活用

SNSに配信した動口を市民に協力してもらいリツイート(神ittoDや、
シェア(Face book)をしていくことで拡大(始めは市長、職員、その他
関係者から…)。

→動画配信サイト(YouTube・ ニコニコ動回等)の活用

投稿した動回を全国の不特定多数の利用者が視聴することが可能
→マスコミの活用

テレビ山口で募集している「ふるさとCM大賞Jに応募
報道機関ヘプレスリリース

→首都日での配個
羽田空港、旅行代理店、東京にある山口県ゆかりの店
(山口郷土料理店等)で放映依頼

(※ 5)ソーシャルネットワークサービス…ネットワーク上で知人ネ

ットワークを構築するサービス。友人どうしの情報交換や、「友

人の友人」へのアクセスなどが可能。

(※ 6)プレスリリース…官庁 0企業・団体などが広報のために、報

道関係者に向けてする発表。

騰∵をコ
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次は、プロモーションビデオを作成する上での戦略方法です。
主に二つの柱で考えました。
一つ日の柱は、市職員が中心となリプロモーションビデオを作

成する『行政作成型』です。行政作成型はその中でも、映像と音

楽だけのシンプルな短編プロモーションビデオ (A)と 、ストー

リー性を持たせた長編プロモーションビデオ (B)の二つに分か

れます。
二つ日の柱は、広く一般の方からプロモーションビデオを募集

する『公募型』(C)です。

Ⅲ障政作成聖

A

口 分J躍
B

C

呼

市磯員を中心としてプロモーションビデオを作成

広く一般の方からプロモーションピデオを募集
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行政作成型Aは、映像と音楽だけのシンプルなものですので、

出演者を募つたり、ストーリーを考えたりする作成行程も少なく、
一番作成しやすいのではないかと思われます。

山、川、滝、海、特産品、歴史など、岩国市全域の魅力をテン

ポよく視覚的に提示し、音楽は短時間に切り替わる映像に合わせ

たアップテンポな曲、『玖珂太鼓』を使用します。
1分間という短時間の映像に、岩国市の魅力を凝縮することが

できたら、すごく面白いものになるのではないでしょうか。

PV戦略A

映像と音楽による
1分間の短編プロモーションビデオを作成

◎映像は岩国全域から ・̈山、川、た、海、特産品、歴史など岩国市全増
の魅力を視覚的に提示

◎音楽は玖珂太鼓…・短時間で切り替わる映像に合わせたアップテンポ
なリズム

岩Ξ″Z力をスだ舷 石野
も容易なツ=ル
※友人・知人に紹介しやすい
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行政作成型Bはtス トーリー性を持たせた5分間程度の長編プ
ロモーションビデオの作成です。提言するにあたつて、どのよう

なプロモーションビデオを作成するかを理解していただくため、

簡単に作成例を考えてみました。
テーマは『共生する岩国市』です。都市部では薄れている地域

のつながり、人と人とのつながりをポイントにしました。

PV戦略B

ストーリー性を持たせた
約5分間の長編プロモーションビデオを作成.

丁 ―マ ‐〉共生する岩目市

癒しを求めて…

―

から

12



プロモーションビデオ作成の戦略ポイントとしては、市民と行

政が一丸となり、構成から撮影まで、協働のプロモーションビデ

オを撮影。市民の力、行政の力だけではできないプロモーション

ビデオの完成を目指します。そのためには、出演者を市内全域か

ら募り、鵜匠、れんこん農家、市内の学生、米軍基地関係者、ソ

ラッピー等多くの方々に協力していただけたらと考えます。

そして、伝統民謡のいわくによいとこを現代風にアレンジした

アップテンポな岩国市のオリジナル曲を起用。はあすちゃんの人

気向上、ゆるキャラグランプリ上位入賞につなげる、といつた効

果も期待できます。

以上のテーマと作成戦略ポイントをイメージしながら、次頁以

降のス トーリーをご覧下さい。

戦略ポイント
◎出演者を市内全壊から募り、

市民と行政の『協働PV作威』!

・出演者候補者として…

鵜匠Dれんこん農家・学生D米軍。ソラッピー等

◎『いわく:こよいとこ』等のいわくにの伝統民隅
を現代風にアレンジした曲を起用

・受け継がれてきた民:呂曲を最新のメロディにすることにより、今まで

聴いたことのない斬新な曲調となり、興味を持つてもらえるよ引こなる !

・振り付けが簡単 !

◎放世主『 はあすちゃん』で相彙効果を !

・『はあすちゃん』を救世主にすることで認知度も上がり
ゆるきやらグランプリでの上位入賞を目指す !
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生まれも育ちも東京、毎日の残業とストレスで心も体も限界状

態の商社マンは、広島出張のため岩国錦帯橋空港を利用して、今

まであまり知る機会のなかつた土地『岩国市』に降り立ちます。

|。  i

曖

凰
闊
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疲れている商社マンをはあすちゃんが発見し、このままではい

けない !と 考えたはあすちゃんの機転から、持つているレンコン

の笛で岩国市内各地から市民を錦帯橋に呼びよせます。各地から

呼び寄せるにあたつて、市内のさまざまな観光地を場面場面に写

し、広域的に観光PRを します。

0

疲れている商社マンをはあすちやんが発見 !!
このままではいけない !と思い、岩国の各地から
音楽に合わせて市民を錦帯緒に呼びよせる !
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各地から音楽に引き寄せられ、踊りながら錦帯橋に集まつた市

民と音楽に釣られて、錦帯橋を訪れた商社マンは共に心をひとつ

にして踊ります。

岩国市民の心の温かみに触れた商社マンは自然と笑顔を取りも

どす、というものです。
これはあくまでも参考例ですが、市民と行政が一丸となリアイ

ディアを出し合いながら作成したプロモーションビデオは、これ

から岩国市を訪れたいと思えるような魅力的なものとなるのでは

ないでしょっか。 
モ

二 Fゞ■―
_二争

士

― ・
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戦略Cは、動画そのものを一般の方々から集めようという公募

型です。一般公募にすることによつて考えられる効果は、まず、

十人十色の “岩国の魅力"の発掘・発信。次に、競争心から、よ

り質の良いものが集まる。

そして、それらの取組が、岩国への興味・関心をくすぐり、ひ

いては郷土愛・岩国愛につながる、といつた点です。

PV戦略 C

広く一般の方から

プロモーションビデオを募集する !

―般
'ム
募`にすることにより。●●

▼十人十色の“岩国の魅力"の発掘□発信

▼競争心から、より質の良いものが集まる

▼岩国への興味・関心が郷土愛・岩国愛へと
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公募型戦略は、募集→公開→決定といつた流れになります。募

集文句は広く『岩国市をテーマにし、市内で撮影した動画』とし、

募集期間は 4、 5か月で、その間、プロのコマーシヤルクリエー

タ~(※ 7)に作成の基礎知識などの講座を依頼することで、門を広く、

初心者でもアイディアがあれば作成したものを応募できるしくみ

を取り入れたいと思います。

集まつた動画は、ホームページや「YouTube峡 3)」 で公開します。
この時点ですでに岩国市の名前や、こんな取り組みをしていると

いうことが広く周知されることでしょう。

公開された動画のうち、再生回数の多い数作品は、最終選定の

場にノミネー トは。)します。

募集し、公開し、決定する!

募集期間は4～ 5ヶ月

募集期間中にクリエイターによる講座を開催
→映像作成の技を学ぶ !

ユ
HPやYouTube・で′ム`

'用ユ

動画再生 数の多い上位数作品の選出

グランプリを決める !

(※ 7)コ マーシャルクリエーター…広告制作者。

(※ 8)YouTube…アメリカ合衆国のYouTube有 限責任会社が運営する

動画共有サービス。

(※ 9)ノ ミネー ト…候補として推薦すること。指名すること。

求 ム !!『岩国市をテーマにし、市内で撮影した動回』

ロ
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その最終選定の場とは「岩国映画祭」なるもので、ここでは、

各国で行われている映画祭さながら作品が上映され、市長を含め

た審査員による最終選考により、公募型岩国プロモーションビデ

オの最優秀作品が決まります。

選ばれた上位数作品を…

『岩口映口禁』で披露 !

市民会館や市役所前の大型映

像装置で「岩国映画祭」と称した

披露祭を開催
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効果として、プロモーションビデオの作成により、岩国の知名

度を上げることによつて、岩国市を訪れる人の増加が予想されま

す。それによって観光産業の活性化や、滞在時間の増加を図るね

らいです。無限の可能性がある情報社会で、岩国市がスポットラ

イトを浴びる日もそう速くはありません。

ユ

知名度が上がる
ユ

これまで岩国市を知らなかつた
人びとが目的・興味をもつて

岩国市を訪れるようになる !

滞在時間の増加

ｉ

ｎ
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