
蒲郡市シティセールス基本方針策定委員会 

第３回ワーキング会議 開催結果報告 
日 時 令和２年 10 月 28 日（水）14 時～16 時 30 分 

会 場 蒲郡市役所 北棟集会室 

参加者 計 20 名（民間参加者 14 名、蒲郡市若手職員 6 名） 

《１．当日のタイムスケジュール及び実施内容》 

14：00～ １．開会・あいさつ ５分 

  

14：05～ ２．アイスブレイク、前回振り返り 15 分 

 ・前回と異なるメンバーで４つのグループを再構成したので、はじめに 

 改めて参加者同士で「最高の休日の過ごし方」をテーマに自己紹介しました。 

・その後、第１回ワーキング会議で出されたご意見を振り返りしました。 

 

14：20～ ３．「コンセプト案」の説明 10 分 

  ・第２回のご意見をもとに事務局で作

成したコンセプト案について、コンセ

プト展開イメージ等を含めてご説明し

ました。 

 

14：30～ ４．グループワーク① 
「コンセプト案を確認し、今後の展開方策をアイデア出し」 55 分 

 …このコンセプトで、どのようなセールス（プロモーション）活動を 

 個人・業務で展開していけそうか？ ブレインライティング手法を用いて 

具体的なアイデアを自由に考えてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15：25～ （休憩） 

15：35～ ５．成果発表・全体共有 15 分 

 ・各グループのメンバーから、議論の成果を発表してもらいました。 

 

 

 

 

 

15：55～ ６．グループワーク② 

「PR ツール（WEB・ポスター・動画）の具体的なイメージを検討」25 分 

 ・取り上げてほしい題材・素材、作り方やデザインイメージ、活用方策について、 

蒲郡のお手本にしたい先進事例なども参考に議論しました。 

 

16：20～ ７．事務連絡  ５分 

 ・最後に事務局から次回の第４・５回の開催案内を行いました。 

  

16：30～ ８．閉会 

 

《２．各グループの成果物の写真（抜粋）》 

  



《３．結果まとめ》①「がまごおりじなる」を活用した今後の取組・展開アイディア 

がまごおりじな
る冠イベント 

・コンテスト案 

・がまごおりじなるランキング 

・「がまごおりじなる」な人特集 

・がまごおりじなるを巡るスタンプラリー 

・がまごおりじなる体育祭「がまごりんぴっく」 

・俳句募集 

・がまごおりじなるプロポーズ作戦（市民会館の上から愛を叫ぶ） 

・がまごおりじなる自慢大会 

・がまごおりじなる発明大会 

・市内学区対抗の何かコンテスト 

・他市にオリジナル対決をいどむ（きのこたけのこ対決のような） 

・がま○○キャラ乱立（がまごりらとか！） 

・蒲郡版モンスターハンター的なゲームを作る 

・がまごおりじなるコスプレ大会 

・ミスコンならぬミスターおじさんコンテスト 

・みかんの皮選手権（小学校対抗で長さ対決） 

・世界一長い機織り布でギネスに挑戦 

・みかんでギネス記録 

・本物顔負けのがまごおりじなるギネスブックを作る 

・しゅんぜい像の前でおりじなる川柳コンテスト 

・がまごおりじなるクイズ 

・夢のがまごおりの絵展覧会 

・油菓子選手権 

・日本の真ん中を活かして全国おりじなるサミット 

・がまごおりじなる風習 

・がまごおりじなる歴史の紹介 

・がまごおりじなるラジオ体操 

シティセール
ス・キャンペー

ン 

・TVコマーシャルを流す 

・電車・バス・タクシー車内でのPR 

・１９５４（市政施行年）通りのポスターをつくる 

・がまごおりじなる動画作成（VRとか） 

・おしゃれ動画を、お金をかけて作る！ 

・ごま油をかけまくる動画 

・オリジナルロゴマーク作成 

・がま○○なる ゆるキャラ 

・AIキャラを作る 

・バーチャルペット（育てたペットと蒲郡で会える愛知万博のパクリ） 

・ラッピングバス・タクシー 

・みかんの香りを漂わせる 

・畑に落ちてるみかんを集めてみかん風呂 

・駅にシールを貼る 

・海沿いの空地、人が集まるスポットに遊具・ベンチ設置 

・おりじなる認定ホームページ 

・がまごおりじなるの成長・育成（Lv1→Lv2→Lv3・・・） 

・オリジナルダンス 

・オリジナルソング 

・蒲郡市長の一日密着をyoutubeで配信 

・時手紙を市民全員でやってみる 

・一家族一本みかんの木 

・毎朝6時にオリジナル放送 

・がまごおりじなる劇場 

・蒲郡ゲームの開発 

ツアー 

・リアルどうぶつの森体験ツアー 

・ゾッキのロケ地巡りツアー 

・五井山に登るツアー 

・五井山登り方講座 

・大塚から西浦まで自転車リレー 

・ホームステイ 

・農業・漁業体験 

・空家・空き店舗を活用した移住体験、開業体験 

・農園、みかんの木オーナー制度（既存、もっと大規模に） 

・蒲郡市長一日体験 

・幸せの○○探し（隠しミッキー的なものを蒲郡中に設置 

・一日社長体験 

・一日海で遊ぶ体験（潮干狩り、つり、イカダ） 

・がまごおりじなる癒しツアー（温泉、海でぼーっとする） 

・しゃこをバケツ一杯みんなで食べる 

・誰でも参加できる三谷祭体験 

・各地区のおまつり体験 

・がまごおりじなる会社体験 

・三河湾で釣りのやりかた講座（道具貸し出し） 

・蒲郡音頭を習って踊る 

子ども、学校 

・夏休みの宿題にがまごおりじなる発明大会、自由研究 

・がまごおりじなる教育・授業 

・子どもたちのアイディアを積極的に採用 

・字が書けるようになったらまず書かせる「がまごおりじなる」 

・がまごおりじなる学校の紹介（保・小・中） 

・がまごおりじなる給食 

・子どもの避難所「おいでんハウス」 

（いじめ、ひきこもりの全国の子どもを受け入れる） 

・がまごおりじなる公園などの紹介 

ポイント提供 
・使えば使うだけお得！がまごおりじなるポイントカードを作る 

・がまごおりじなるポイントを貯めると市内の飲食店や施設で使える 

・がまごおりじなるマネー（プレミアム商品券のような地域通貨） 

・とにかくお得！おまけで釣る 

サポーター制度 
・サポーター制度、登録してもらう（スポット対抗とか？） 

・がまごおりじなる友リレー 

（人から人につなげて蒲郡紹介をしてもらう） 

・すごい人紹介つながり 

・LGBTQ「O」←おりじなる 

SNS 活用 

・「＃がまごおりじなる」ハッシュタグ投稿 

・有名人にPRしてもらう 

・SNSを使ってバズらせる 

・写真をSNSにアップする 

・SNS市民バトン 

・市内にフォト（映え）スポットをいくつも作る 

・みかんの木を配り、収穫物をSNSに投稿してもらう 

・三河木綿を利用した映えスポットを作る 

・蒲郡一周旅行しているような動画 

・がまごおりじなる竹島一周動画 

・がまごおりじなる写真の投稿サイト 

・がまごりじなる見力場所 

観光ツール・マ
ップ作製 

・テレビで使用された撮影地マップ 

・がまごおり居酒屋おすすめマップ 

・がまごおりじなるB級グルメ 

・がまごおりじなるパスポート（高知のりょうまパスポート） 

・三河木綿を使ったパスポート入れを作る 

・オリジナルお土産パッケージ、包装開発 

・市民温泉入りたい放題パスポート 

・がまごおりじなるコンシェルジュ（市外の人限定で、水族館など無料に） 

料理 
・献立サイトを開設しクリエイターとダウンローダー登録（ポイント制） 

・おりじなるカクテル 

・がまごおりじなる料理の鉄人大会 

・毎日献立を紹介 

・竹島遊園でクッキング教室＆ピクニック 

・がまごおりじなるレシピ 

グッズ販売 

・がまごおりじなるカレンダー、手帳 

・子ども受けしそうながまごおりじなるグッズ作成 

・がまごおりじなる香水・ディフューザー 

・市民の声や写真を載せた本（定住者編、永住者編などタイプ別） 

・がまごおりじなるクリエイターズショップ 

・作業着、スーツ 

・みかんソープ、シャンプー 

・「がまごおりじなる」認定シールを商品に貼る 

・車に貼るがまごおりじなるステッカー 

・オリジナルロゴに自分の顔を入れられる体験（任期1月） 

市 
・がまごおりじなるの日（市独自の休日とする） 

・市民憲章第3章「みんなの力でまちづくり」を「がまごおりじなる」に 

・市役所をがまごおりじなるラッピング 

・市長も社長も必ず名刺に記載 

・シティセールス推進室の名称をがまごおりじなる課に変更 

・がまごおりじなるをミドルネームにできる仕組 

その他 

・海沿いのスポット（期間限定でつくる夏だけ潮風BARとか） 

・特産ロープをゾウが引っ張る 

・法人を作り上場させる 

・移住者は一年間生活費をタダに 

・がまごおりじなる補助金制度 

・空き家を超絶オリジナルカスタマイズ 

・毎日蒲郡カウントダウン 

・竹島天気予報 

 

  



②コンセプトコピーについての意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：コンセプトコピー「がまごおりじなる」への意見 

・「がまご」「おりじなる」あるいは「がまごおり」「じなる」で色を変

えたり書体を変えてアクセントをつけてはどうか 

・濁点が多い、硬い、ふにゃっとやわらかくおしゃれに！ 

・地名が伝われば 

・「がまごおりじなる」よりも「あたりまえ がまごおり」はどうか 

・韻を踏んでも良い 

 

 

B:サブコピー「ここにしかない、魅力がある」への意見 

・「ここにしかない、魅力がある。」込められた”実はあるよ、知らない

だけ”という想いが伝わらない。”みんなで一緒に見つけませんか”の

ように呼び掛けては 

・「ここにしかない、魅力がある」は「、」が入るとタグ付けした時に切

れてしまう。 

・「一緒に見つけよう」市民向けに魅力を再発見してもらうというニュ

アンスが強い 

・「ここしかない」よりも「ここだけの」はどうか？ 

・「ここにしかない、魅力がある。」言い切りが鋭すぎる。蒲郡の魅力は

もっと暖かいもの？連想させるような 

・「魅力がある」よりも「魅力をさがす」はどうか。 

 

 

C:キャプションについての意見 

・５行目「ここにしかない魅力」がいっぱい←これだけでも良いので

は？上下６行はなくても良い、ありきたり、どこの街にも当てはまる

（複数意見） 

・がまごおりらしさを出す、例えば「一度踏み込んだら出たくなくなる 

帰りたくなくなるまち」 

・「風光明媚」わかりにくい、とくに子どもなどには伝わらない 

・「風光明媚な土地」「真ん中」「暮らしやすい街」はありきたり。なく

ても良い 

・「風光明媚な土地」土地ではなく、人を出す 

・「私たちと一緒に」私たちってだれ？ 

・自虐ネタ 柔らかく方言でも面白み、ふざけても 

・おもしろおかしい感じ 何してる？ 

・箇条書き 

・コンセプトコピーは他にもあったり、あれこれ多いと弱い 

・市外の人は知らない人はそもそも蒲郡のことわからない 

・自虐ネタを使う(ex.エスパーニャ、関「刃がない街」、別府） 

・なんでもオリジナルと捉えていく←知ってほしい、使いやすく 

・方言を使う ex.フランス語みたいに聞こえる 

・他と違う奇抜なもの 気になって調べたくなる 

・みかんはもらうもの、ごま油は雨の匂い、おせっかい、○○出現、元

気過ぎる 70 歳 

・魅力を見つけませんか？←その先の展開が伝わらない、イメージしに

くい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③PR ツールについての意見 

■WEB についての意見 

・「がまごおりじなる」をタグにするか 

・HP 見つけづらい アクセスしやすい 

・アカウント名をどうする？「いいじゃん」がある。（一つのアカウン

トで発信） 

・インスタ写真大事 郡上スイーツ 

・観光 PR もこちらで統一していけば 

・企業に使ってもらう工夫→テイストは統一を 

・WEB 視聴者データを収集し活かす 

・センスの良い人にも情報発信をしてもらう 

・どう広めるか、どう使ってもらうか。 

 

 

■ポスターについての意見 

・ポスターはたくさんあり、一緒に見える 見飽きた 

・QR コードのみにしてはどうか 

・白黒のみ、色を使わない 

・大体のデザインを決めて T シャツやグッズでも使う 

・ポスター→カード スタンプブックや御朱印のようにコレクション

できるもの 

・くまもんのように使われるようにロゴなどフリー素材を作成する 

・好事例：京阪電車の「おけいはん」シリーズもの 

・好事例：そうだ京都行こう！他にない景色 

・好事例：ロート製薬の車内釣り広告 

 

 

■動画についての意見 

・「がまごオリジナル」を撮影できる場所、スポットをさがす 

・陸空海のスポット 

・西浦で写真を撮りたくなるインスタスポットを作っていく→動画に

活かしたい 

・3 分、１分の動画を作る 

・よくわからない動画 がまごおりじなるをネタに 

・リアル動物の森 

・新幹線の車窓から、いつ、どのタイミングで蒲郡が見えるか・・・ 

 

 

■その他、共通の意見 

・対象、テーマ、目的によって PR すべき内容が異なる 

・蒲郡の風景、食、カフェなどの魅力に気づいていない。PR 不足 

・がまごおりらしさを出す オリジナルを出す 

・観光としては、外から来てもらうことで市民の気づく相乗効果 

・自信を持ってお勧めできるネタを！来たい、食べたい、住みたい 

・市内で活動している方々に PR を 市も PR に 

・市民の愛着が深まれば観光者へのおもてなしも UP して魅力 UP する 

・"市民は魅力に気づいていないので「何もないよ」と言ってしまう 

→「魅力 PR ガイドブック」を作って誰でも上手に 

PR できるようにする。" 

・好事例：高知のりょうまパスポートは可愛い 

 

 

 

 


