
初めて会う人も同
じ気持ちなんだ！
ということがわ
かってとてもよ
かったです。

地域に貢献した
いという気持ちが
ますます強くなり
ました。

「0.1 を探す」「地元
愛で世界一を探す」
というのが、いい
インスピレーショ
ンになりました。

島の人が気付いて
いないことが売り
になるのかも。仕
掛けを考えたい！

● 次回のつながる会議
日時：8月27日（木）18：00 ～ 20：30
場所：大崎上島町役場 木江支所
講師：中村隆行氏（ひろしまＮＰＯセンター長）
テ－マ：地域を幸せにするお金の使い方

お知らせ 宿題

参加者の感想

● 一緒に取り組みたい人を誘ってきてください
● この場で取り組んでみたいことを考えてきてください
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第1回 大崎上島つながる会議

時間：18: 00 ～ 20: 30
場所：大崎上島町役場 木江支所

地域を楽しくする小さなアクション

大崎上島　　　　通信講義に対する質問

Ｑ

交流会「つながる会議のテーマを考えよう」

昨年実施した「瀬戸内しまのわ 2014」に引き続き、
今年もみなさんが地域を楽しくするための活動をサ
ポートします。
本講座「つながる会議」は、地域内のつながりをさ
らに深めたり、広げたりしながら、地域をより楽し
くしていくためのアクションを生むキッカケの場で
す。また、しまのわをやる中で見えた、みなさんが
知りたい４つのテーマ（①情報発信　②資金集め　
③拠点づくり　④仲間づくり）についての講座を開
催します。
その他にも、地域外でつながる「瀬戸内シゴトツクー
ル」や、実践をサポートする「個別相談会」も実施
しますので、併せてご活用ください。

つながる会議が始まりました！

①　はじめに
②　レクチャー
「ネットで地域の魅力を

　　 世界に広げる７つのポイント」
　　倉重宜弘氏（ネットイヤーグループ）
③　質問タイム
④　交流会
⑤　おわりに

当日のプログラム

■今年度実施する３つのサポート

4 1

「江田島で活動してる人たちともっとつながろう！」

「つながる会議」について

①瀬戸内シゴトツクール

②つながる会議　

③個別相談会

「大崎上島で活動している人たちともっとつながろう！」

「地域にある魅力を使って、地域の課題に取り組む！」 「自分たちの悩みを相談する場にしよう！」

「参加者の名簿をつくろう！」 「女性が使いたくなる空き家活用のモデルづくり！」

江田島

忠海

三原

大崎上島

音戸

内海

有名な観光地が近くにあるの
ですが、こちらまでなかなか
来てもらえません。観光客に
足を運んでもらうにはどうし
たらいいでしょうか。

ＡＡ最近では自分の趣味や自分で
テーマを作り旅行をする個人
ツアースタイルの自由旅行が
増えています。彼らの趣味や
テーマを把握し観光地や観光
ルートを作っていきましょう。

Ｑ海外や県外のお客さんが来るこ
とがまだ想像できませんが、何
から始めればよいでしょうか。

Ａ地域に合うターゲットを絞ると
よいでしょう。有名な観光地に
既に来ている観光客を誘致する
ところから始めてもいいかもし
れません。観光ルートや多言語
の観光パンフレットを用意する
など、自治体や観光協会との連
携も必要ですね。

Ｑ観光客を増やそうとすると、あ
まりマナーの良くないお客さん
が心配です。みなさんに気持ち
よく旅行していただけるような
工夫はありますか？

Ａ観光は具体的な目的をもって
くる人が多いです。地域の特
性に合う趣味や何か特別な目
的を持った旅行者など、でき
るだけ顔の見えるマーケット
にアプローチしてみましょう。

Ａ
Ａ

活動・情報発信をしている個人や団体はたくさんあるが、知り
合えてない人が多いという話があがり、「江田島で活動してい
る人同士がもっとつながれる」会にしようとなりました。

大久野島にたくさん来ている観光客を、忠海や竹原の町中に
つなぎ、さらに世羅や三次、庄原へとつないでいくような取り
組みを考えることになりました。

三原つながる会議の参加者の名簿をつくることになりました。
新たな仲間を誘いつつ、みんなで一緒に取り組めることを探
していきます。周辺地域とつながる仕組みを考えます。

「内海の若い人をこの場に誘って、女性が使いたくなる空き家
活用のモデルをつくろう」ということになりました。空き家活用
に向けて、みんなで動き出します！

「近隣の地域の人たちで、自分たちの悩みを相談する場にする
ことになりました。仲間を誘って集まり、自分の地域の中で仲
間を増やしていく方法をみんなで考えます。

取り組みたいことがある人、自分にできることがあれば協力し
たい人が集まりました。「やってみたいこと」「つながりたい人」
を知り、それに関係しそうな人を誘ってくることになりました。
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倉重 宜弘氏
くらしげ   よしひろ

ネットイヤーグループ株式会社
地域共創グループ グループリーダー

講座：情報発信
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観光客の大多数は、スマホで情報を収集しています！

中身にこだわると、情報が流通しやすい時代

Win-Winの生態系、チームづくりが必須

地域で世界一を見つけて集中的にＰＲし、
他へつなげるストーリー作りを

効果の高い領域

リ
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層
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買
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在
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ピ
ー
ト
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Web サイト

スマホアプリ

検
討
層

狭い地域で「あれこれ」ならべても記憶に残
りません。まずは記憶に残るインパクトが必
要です。

地域内で仕事やお金を回せる仕組みをつくることを意識しま
しょう。地元企業や事業者からの運営費で、地元カメラマン
やライターが仕事をすることができれば、若者が地域で働き、
地域に根付くことも期待できます。

一点突破の場所を見つけて様々な所へ流し込むストーリーを作ることが重要です。
PRしたい資源が、それを目指して訪れる「突破口」にあたるのか、あるいは「突
破口」とあわせて訪れる「基点」にあたるのかを考えたプロモーションが必要です。

「インバウンド」とは「訪日外国人旅行」のことです。
近年政府は、このインバウンドのマーケット拡大を図っ
ています。
日本の観光市場は GDP の５％で、諸外国平均の半分。
まだまだ成長が見込める分野のひとつです。

景色

体験

地域
B町 C村 D市A町

◯ △ ◯ ◎

食事 △ ☆ ◯ △

趣味 ✕ ✕ ◎ ◎

買い物 ◎ △ △ ✕

出会い ◯ ✕ ◯ ◎

多様なストーリー一点突破

ネットユーザーの
情報源

スマホユーザーの
７割がアプリを利用

68.7％
25.6％

モバイル
（スマホなど）

デスクトップ

タブレット

72％

28％

1時間48分

アプリケーション

WEB
ブラウザー

■撮影のコツ
①言いたいことは「１つ」に絞るべし
②構図、フォーカスも工夫すべし
③道具（良いカメラ /アプリ）に頼るべし

写真がますます重要な
時代です。

※構図の例

ピント

①居場所を知る
　→ネットユーザーは、ほぼスマホ（アプリ）を使う！

今回は、インターネットを活用した情報発信がテーマです。地域の魅力を発信する際のポイントについて、
お話いただきました。アナログの情報発信でもこの視点をぜひ参考にしてください。

観光客になりうる人の７割が、スマートフォン（アプリ）で情報を収集しています。誰が、いつ、
どのように情報を収集しているか把握し、目的によってメディアを使い分けることが大切です。

②見られていることを意識する
　→「誰にどう見られているか」を意識する！

③ビジュアルにこだわる
　→スマホ時代にうける写真のコツをつかむ！

④中身にこだわる
　→ひとつに絞って、唯一無二のインパクトを！

⑤境界線を超える
　→地域を超えてつなげる体験ストーリーを！

⑥生態系を作る
　→地域でお金を回す地域共生の生態系づくりを！

⑦本気で「世界一」を探す
　→地域愛そのものが最良のコンテンツを生み出す！

７つのポイント

日本ではインバウンドが増えています

瀬戸内ブランド推進連合は、“瀬戸内” が国内外の多くの人から選ばれる地域（ブ
ランド）となるために、エリア全体を俯瞰してマネジメントできる組織へと発
展改組するため、平成 28 年 4 月を目処に、新法人「一般社団法人 せとうち観
光推進機構」へ移行することとしました。今後は観光関連事業者や金融機関等
と広域に連携し、瀬戸内ブランドの旗艦として推進体制を構築していきます。
※DMO：戦略策定やマーケティング等を一体的に実施する組織体。
※目標：2020 年までに①来訪意向 50％ ②外国人のべ宿泊者数 360 万人泊

日本版DMO「一般社団法人 せとうち観光推進機構」設立

事例：たまねぎキャッチャー

地域・自治体のサポート

共創

地元在住
ライター・カメラマン

ノウハウ・運営
取材費

運営費

広告・宣伝機会

地元企業・事業者 プロデュース組織

趣味

グルメ
B町

グルメ
Ｃ村

趣味
Ｄ市

突破口 基点Ａ

基点Ｂ

本気で地元の「世界（唯）一」を見つけよう。
見つかるかどうかは、地元「愛」しだい…?
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訪日観光客数の推移と目標

～ ～

※日本観光局調べ

目標

「ネットで地域の魅力を世界に広げる７つのポイント」

大手企業のデジタルマーケティング戦略立案や新規事業立ち上げコンサルティングなどを
数多く経験。2012年より北海道や沖縄などで、地域の観光振興を主眼とした地域共創メディ
ア開発とその事業化に取り組む。現在、瀬戸内ブランド推進連合が推進する「瀬戸内
Finder」のプロデュースを手がけている。

淡路島の特産品である、玉ねぎを
もっと PR しようと面白い仕掛けを
企画。Twitter で話題となり 8400 リ
ツイートされ、その後新聞、テレビ
Yahoo!! ニュースなど各メディアに
取り上げられました。

０から１を生み出
すのではなく、ま
ずは 0.1 でも良い
の で「こ れ は！」
という地域の魅力
を探して、1 にし
ていきましょう。


