資料１

蒲郡市シティセールス基本方針策定委員会

15：40～

・各グループの成果をみんなで見ながら、共感・賛同したアイデアに投票しました

第１回ワーキング会議 開催結果報告
日
会

時
場

参加者

５．シェアタイム「みんなのアイデアをチェック！」

令和２年９月 30 日（水）14 時～16 時
蒲郡市役所 本館３階 303 会議室
計 22 名（民間参加者 12 名、蒲郡市若手職員 10 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
・市長及び千賀副委員長をはじめとする策定委員会メンバーからご挨拶頂きました
15：50～

６．成果発表・まとめ

15：55～

７．事務連絡、その他、閉会

《２．各グループの成果物の写真》

14：10～

２．アイスブレイク
・４つのグループに分かれて、参加者同士で自己紹介を行いました

14：25～

３．「蒲郡市シティセールス基本方針の策定について」概要説明
・事務局より策定方針などをご説明いたしました

14：55～

４．グループワーク
「伝えたい！蒲郡市のまち・暮らしの価値・魅力とは？」
・みんなに教えたい、自慢したい！蒲郡の “おススメ” や “大好き”について
意見を出し合い、まち・暮らしの価値（コンセプトの種）について検討しました

■参加者アンケート結果（19 名回答）
【会議の満足度】
「とても満足」31.6％、
「満足」68.4％
【学 ん だ こ と】蒲郡の魅力を実感、シティセールスの意義、多様な価値観・考え方、参加者の郷土愛、
蒲郡時間、今までの発信がバラバラだったこと、PR の充実が必要なこと …など
【次回にむけて】ワーキングの様子を公開したらどうか、コロナ禍でのシティセールスのあり方…など

《３．結果まとめ》「伝えたい！蒲郡市のまち・暮らしの価値・魅力」
（コンセプト・キーワード／事前課題含む）

人柄よい、ご近所付合い
・人がいい、あったかい
・近所づきあいがある
・いい意味でおせっかい
・みかんはもらうもの
・祭りを通じた地元の団結
・

安心・便利な暮らし

独自の歴史・文化

人のやさしさ・つながり
よそものにやさしい
・親しみやすい距離感
・やさしい近所の高齢者

人が気軽に集まれる
・気軽に集まれるような
公民館が充実している

人が活躍するまち

人をはぐくむまち

市民がまちづくりに参加

のびのび子育て・教育

・ボランティアガイド、
観光コンテストなどに
若者や高齢者が参画
・
・
活躍する面白い人・団体
・
・
・漁師や三河木綿職人など
・様々な民間団体が活躍
・各地域に面白い人がいる
・
・

・のびのび自然で遊べる
・保育園・児童館が充実
・芝生の園庭 ・公園多い
・児童館、高校・大学も充実
・著名人も多く輩出

地域への誇り・愛着
地元愛がつよい
・子どもたちは地元が大好き
・同級生とのつながり強い
・小学校から郷土学習が盛ん
・みんな市民憲章を言える
・旅館に子ども作成のマップ

・仕事も休む…三谷祭
・地域の祭りも盛ん
・寺社、古墳など多い
・時代に合わせて変化も
・「くろごま」
・

レトロ＆カオスな雰囲気
・駅周辺はノスタルジックで
レトロな雰囲気が楽しい
・日本一短い地下街
・
・

三河木綿
・かわいい製品が多く、
インスタ映えする
・外国でも売れるような
高級ベビー用品もある

独自の文化を楽しむ

・文化を学ぶ、文化にふれる
万葉の小径、文学記念館
・
・
・
・

意外に国際色ある
・外国人の子どもが多く、
保育園で英語が飛び交う
・
・
・
・

安心・安全な住環境

継承してきた祭り・歴史

活躍する中小企業
・全国で活躍する中小企業
・最先端の再生医療など
の医療のまち
・
・
・ 独自のものづくり

若者向けの魅力
若者向けのイベント・店舗
い

・若者が集まるイベント
・おしゃれなカフェなど
・

ロケに活用され露出
・映画のロケに使われている
・テレビ番組のロケなどにも
結構使われている
・聖地化できる

穏やか・癒しの居場所
蒲郡時間、のどかさ
・遅れても怒らないおだやか
・だらしない暮らしができる
・ゆったりと豊かに過ごす
・海辺ののどかな雰囲気が
のんびり過ごすと気持ちいい

ちょうどいいまち
ほどよい田舎
・ちょうどいい田舎
・海、山に囲まれている
・交通や買物が便利、静か
・土地が安く、名古屋通勤圏
・ほどよい人口密度

家庭の味

美味しく魅力的な飲食店

・メヒカリを使った料理
・家庭によって異なる味
・油菓子
・ごはんが美味しい

・駅周辺の美味しい居酒屋
・どこで食べて美味しい魚介
・おしゃれなカフェ、パン屋
コーヒースタンド、洋食屋
など
・

作り手の顔が見える安心な食

とにかくおいしい食材

暮らしの中に海や山、温泉がある
海のまちというイメージ

・浸水被害が少ない
・津波の心配は少ないのでは
・比較的災害が少ない
・治安がよい
・

美と健康
豊かな自然、美しい景観
・竹島ふ頭の・緑地の景色
・美しい夜景 ・大島・小島
・海風が心地よい
・暮らしの中に海がある
・振り返れば常に山が見える
・海に関する学習も盛ん
・

リゾートの雰囲気
異国情緒、リゾート感

アートで映えるまち

・西浦の海沿いはヤシの木が
ありリゾート感がある
・島国みたいな雰囲気
・外国感がある
・三河湾の楽園「ガマルフィ」

・フォトジェニックで
インスタ映えするスポット
・ヤシの木ブランコ、壁画
アート、音楽ライブ
・豊かなロケーション
・
・

四季が楽しめる
・春は竹島、夏は大島、
秋は形原、冬はラグーナ
・四季を通じて温暖な気候
・
・

温泉が身近にある暮らし
・温泉付き懇親会
・温泉地がバランス良くあり
いつでも気軽に入れる
・はだかのつきあい
・日帰り温泉入浴パス

自然を生かしたスポーツ・アクティビティ・趣味
スポーツイベントの開催

パドル・ペダルスポーツ

・トライアスロンの大会あり
・ヨットの大会
・高校ヨット部、大学艇庫

・ヘルスツーリズム
・SUP、カヤック、カヌーの
メッカとして、企業研修や
子どもの体験学習の場に
・海辺でサイクリング・バイク
・
・

リフレッシュ、健康づくり
・温泉＆エステ、グルメで
リフレッシュ
・サンライズヨガや
エアシルクヨガ
・
・

陸・海・空 自然をいかした
アクティビティ
・いつでも気軽に
多様なマリンスポーツ
・低山登山、デイキャンプ
・貝殻拾い、磯遊び、釣り
・海辺を散策できる
・芝生広場でグランピング

・みかん、メヒカリ、深海魚
・四季を通じて食材の宝庫
・給食もおいしい
・「日本一のロケ弁」
・雨の日のゴマ油の香り

・作り手が美味しく安全に
こだわった農産物や魚介類
・蒲郡うどん、えびせんべい

おいしい食文化
娯楽・施設が充実
楽しめる施設が多い
・手作り感があって
オトクに楽しめる水族館
・貴重なコレクションを
使って海を学べる科学館
・ラグーナテンボス
・

デートスポット・縁結び
・気軽に海に入れたり、
海沿いの散策を楽しめる
・竹島は縁結びの場所
・パワースポット多い
・ドライブに最適
・

娯楽と交流 蒲郡競艇
・ストレス発散の場
・夢見る（小金を稼ぐ）場所
・イベント会場として
多目的に利用したい
・
・小さいけど独自の魅力
・さくら貝、作家もいる
・謎の風習「くろごま」
・三尺玉や手筒花火
・港があり船が見られる
・滝、御朱印等がマニア受け

