
 1 

『ふくしま地域活性化セミナー』 

日時：平成21年10月6日 

会場：ふくしま自治研修センター 講堂 

 

事例発表 3    いわき市における観光まちづくりへの胎動  

     （社）いわき観光まちづくりビューロー 課長 渡邊
わたなべ

 隆之
たかゆき

 氏 

 

   

 私はいわき市の職員でありまして、今は人事交流で、昨年の

６月に発足した社団法人いわき観光まちづくりビューローとい

うところで仕事をしております。人事交流自体は今年で３年目

になりますが、何故、人事交流が始まったかというと、ビュー

ローの前身である旧社団法人いわき市観光物産協会時代には、

観光の情報発信や物産のイベント展開などを延々と行っており

ましたが、次第にまちづくりの機運が高まるようになり、こう

した今までのやり方を続けて本当にいいのかとなった時に、それは違うだろうということになり、観

光と物産の振興についても、もう尐しまちづくりの視点を取り入れたものをやっていくべきではない

かということで、その推進母体として旧観光物産協会を発展的に解消させて新しい組織を立ち上げる

こととなり、そのお手伝いをするために人事交流が始まりました。今日発表する事例の中身について

は、ビューローで行っている取組み・イベントが中心になりますが、実際の私の仕事というのは、そ

ういったものではなく、ビジョンや戦略をつくったり、組織体制の在り方とか、プロパー職員のモチ

ベーションを高めるにはどうしたらいいか、意識改革をどう進めたらいいかとか、むしろ、組織の行

革みたいなことをしております。ビューローは市の外郭団体でありますが、財源の８割近くを市の補

助金や委託金に依存しております。いわき市においても最近、財政事情が厳しくなってきており、毎

年のようにシーリングがかかり、いつまでも市の財源に依存していては自主的な運営ができないとい

うことで、どうしたら自主的に運営できるか、自己財源をどのように確保していけばいいのか、その

ために何をやらなければならないのか、ということを常にプロパー職員と議論しています。今日ご紹

介するのは、我々が行っている取組みの中でも、観光まちづくりの視点でやらなければならない事業、

すなわち観光まちづくり的な要素を含んだ事例をご紹介させていただきたいと思っています。 

 

 

 

皆さんは既にご存じかもしれませんが、映画「フラガール」は平成 18年度に上映され爆発的なヒッ

トを記録しました。「フラガール」を企画制作する時点では、行政を始め、地元の人もここまでヒット

するとは正直あまり思っていませんでした。せいぜい、常磐炭鉱（いわき）が舞台になる映画が上映

されるんだなというくらいの思いでした。ところが、実際、映画が放映されると、あまりのヒットに、
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行政あるいは商工会議所とか含めて、これを観光に活かさない手はないだろうという機運になりまし

た。どんなにヒットしてもそれが終われば、盛り上がりも段々フェードアウトしていき、関連した取

組みも尻すぼみで尐なくなっていくというのが大方だと思います。フラガールを一過性のものとして

終わらせないで、それをまちづくりにつなげていけないかということで、「フラガール」が終わったあ

との我々の取組みについて、いろいろ紹介したいと思います。 

 

「フラガール」の経済効果ということですが、

観客動員数が全国で125万人。興業収入も14億円。

映画製作費がだいたい６億円と言われています。

興業収入が製作費の倍くらいあがっていますが、

業界の人に聞きますと、倍くらいあがる映画はそ

うはないそうです。そういった意味では「フラガ

ール」の効果というのは莫大だったということで

す。直接的経済効果というのは、いわきを中心に

ロケを行ったのですが、ロケスタッフの宿泊費と

かそういったものの費用です。副次的経済効果は

11億円。また、派生的なものとして、「映画『フ

ラガール』を応援する会」というものができました。ここは産学官民が連携した組織ですが、広告宣

伝とか、誘客事業とか受入れ事業を行いました。参考までに、左下に、ちょっと古いデータになりま

すが、「蝉しぐれ」とか「東京タワー オカンとボクと、時々、オトン」など他の映画との比較を載せ

ておりますが、それらと比べても「フラガール」というのは大ヒットした映画ということで、いわき

市民の多くが「フラガール」について誇りに思っています。あの映画を機にもう一度いわきを元気に

させようと、特に観光業界の中ではそういった声が大きくなっています。我々のビューローのミッシ

ョンとして、地域経済に貢献するというのがあります。いわきの観光交流人口は１千万を超えている

と言われていますが、あまり地元に観光の恩恵がもたらされていない、経済的な潤いを感じ取れない

ということで、どうしたらいいのかということで悩んでおりました。今までのやり方だとイベントを

やる時にはチラシを作ったりポスターを使って宣伝したり、あるいは観光案内所で旅行客に対して観

光情報を提供するとか、そういった程度でした。それではダメだろうということで、とにかくいわき

の観光をよくするために、まずいわきを知ってもらわなければならない、そのためには単にＰＲする

ばかりではなく、直接お客さんを呼んできましょう、誘客事業を展開しましょうという流れになりま

して、数々のイベントを今企画しております。２、３日前、小名浜を中心に、埼玉、千葉、東京、神

奈川から4,000人規模のツアーを組んでイベントを展開したりとか、フラダンスショー等を開催した

りとか、いわきの地域資源をお客さんに見てもらいながら、なるべく地元にお金を落としてもらう取

組みを行っているところです。 

ここにまとめていますが、映画「フラガール」のヒットを単に一過性のブームにしないように、官

民挙げて何かしましょうということで、「フラガール」のフラの持つ意味というかイメージを大事にし

ながら、それをテーマに観光商品を開発したり、あるいはフラを市民に定着させる取組みをしたり、

いわきの魅力を全国に発信するような取組みを始めました。根底にはそういうことを通して観光まち

づくりを推進して、地元経済に貢献しましょうという考えがあります。これはまさしくビューローの
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設立目的にも関わってくるのですが、いわき市の

観光まちづくりの中核機関として地域経済及び地

域社会の活性化に寄与するということと、ちょう

どリンクしているので、まさに我々がこういった

取組みを促進すべき団体なのかなと考えておりま

す。 

 

 

 

 

 

 

      まず、取組みの一つ目ですが、「いわ

きアロハ」について、資料には第二弾

と書いてありますが、第一弾は去年行

いました。それを今年もやりましょう

ということになり実施している事業で

す。アロハシャツを着て何かイベント

をやると、マスコミさんが興味を持ち

ます。例えば、行政ですと、金曜日は

アロハシャツを着て業務をしましょう

ということで有志で取組みましたが、

こういうことをマスコミが新聞等で取

りあげてくれることによって、いわきイコールフラというイメージの定着に一役買っているのかなと

考えています。これから事例をいろいろ紹介していきますが、我々としては、財源というものが限ら

れていますので、マスコミを使った広報展開、パブリシティとかそういったものを積極的に活用して

いきたいという考えがあります。そういった観点からも話しを聞いていただければと思っています。

今年、アロハシャツを３着作りました。この３着とも好評で、市内の観光業界、例えばタクシーの運

転手さんとか、観光施設の従業員さん、ホテル・旅館の皆さんで賛同していただいた方に購入いただ

きましたが、観光客からは「いわきで、なんでアロハシャツを着ているの？」と聞かれるなど、そこ

からフラに興味を持たれます。沖縄の人がアロハシャツを着てもイメージ的には分かるような気もし

ますが、いわきの場合はそこまで沖縄のような南国ではないのにみんながアロハシャツを着ていると、

「なんでいわきの人はアロハシャツを着ているの？」と、そこから会話が弾んでくるんです。そうい

ったことで、アロハシャツを着ている従業員の人たちが、こういう理由でアロハシャツを着ているん

ですよと説明すると、観光客も納得をして帰るんです。そうすると、観光客の人たちも、いわきとい

うのはこういうところなんだと理解をしていただけるんです。そうした人たちが、帰宅してから、「い

わきに行くといろいろ面白いよ、市民総ぐるみでフラのまちづくりをやっているんだよ」と家族に話

をしたり、あるいは知人友人に話したりして、自然と口コミで広がっていくんです。そういった意味

でも面白い取組みなのかなと考えています。 
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これはタクシー会社です。市内タクシー会社７社

に賛同いただいて、こういった服を９月下旬まで着

ていただきました。マスコミに取りあげられて、各

方面に関心を持たれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは、「おゆうぎフラダンス」の

取組みです。フラを市民に定着させる

にはどうしたらいいのかということで

考えたものです。幼い頃からフラに親

しんでもらう必要があるだろうという

ことで、保育園児、幼稚園児向けにフ

ラガールの簡単な踊りが習得できる、

「おゆうぎフラダンス」というものを

開発しました。このＣＤは、昨年制作

したものなんですが、歌が大人っぽく

て艶めかしくて、お子さんたちにはちょっと不評だったということもありまして、今年はカメハメハ

の歌をアレンジした曲をつくり、依頼者のところに出向き「おゆうぎフラダンス」を教えています。

これはかなり好評です。イベントがある時に、「おゆうぎフラダンス」を学んだお子さんたちに出演し

てもらい踊ってもらっているんですが、お孫さんが出ると親御さんとかおじいちゃん、おばあちゃん

が必ずついてきます。そういった方がそこでお金を落としてくれます。食べ物を食べたりとか、ちょ

っとしたお土産を買ったり。そういった意味で、イベント会場周辺の地元にとっても経済効果が出て

きているということが、実際やってみて分かりました。我々としては、フラガールを市民に定着させ

ましょうという考えでやっていましたが、正直経済効果というのはあまり考えていませんでした。蓋

を開けてみれば、おじいちゃん、おばあちゃんは一生懸命踊ってくれた孫のために、お土産やおもち

ゃを買ってあげるんですね。これは今も好評な事業ということで、我々としては誇りに思って取り組

んでいる事業です。 

 

今年度始まった「おゆうぎフラダンス」の開催実績ですが、幼稚園 19箇所、保育所 22箇所、福祉

施設、老人介護福祉施設、障がい者福祉施設です。施設から依頼があれば普及活動員が訪問します。

そこで体験してくださった園児とか福祉施設の方の数は、だいたい 4,000人を超えるくらいの数にの

ぼっています。このＣＤ自体が簡単な歌なので、園児は踊り方を覚えてしまうと、あとは自分たちで
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自由に踊るんです。普及活動員がここに写ってお

りますが、普及活動員がいなくなっても、幼稚園

とか保育所では、自主的に取組まれたり、あるい

は発表会の時に披露するとか、自主的にどんどん

こういった取組みを展開しているようです。右下

には、今年度開催した「うつくしまこども博」の

写真がありますが、この時も「おゆうぎフラダン

ス」の普及ということでやらせていただきました。

簡単な取組みから始めるのが一番普及には役立つ

という事例です。 

 

 

 

 これは、「いわき・フラガール・フェス

ティバル」です。これもフラにちなんだ

イベントですが、いわきはイベントがだ

いたい夏場に集中しています。夏の風物

詩として小名浜の花火大会のほか平の七

夕祭りとかいわき踊りといった大型のイ

ベントがこの時期に集中していることか

らもわかりますように、逆に冬場はイベ

ントが尐ないんです。フラのイメージに

は、ハワイ＝あたたかい、常夏、年中暖

かいというのがあるために、冬場の観光商品としてフラをテーマとした商品は造りにくいといった事

情があります。そういった意味で、夏の風物詩・イベントに対抗して冬の風物詩ではありませんが、

冬場に大型イベントをやりましょうということになりまして、去年から実験的に取り組み始めました。

左のパンフレットに書いてありますが、「みんなで踊ろう真冬のフラダンス」。真冬でフラダンスとい

うのはイメージがわきにくいのですが、こういったキャッチコピーをつけることによって、またマス

コミさんが反応してきてくれて、「どういうことなの。どういう経緯でやるの」とまたいろいろ聞かれ

てきます。そういったことが記事になることによって、それを見たお客さんがいわきに来るという効

果も生まれ、企画した我々にとっても面白い事業だったなと思っています。場所は小名浜の三角倉庫

を借り切って行いました。我々もどこまで人が集まるのかが全然分からないまま、千葉、埼玉、仙台

とか、遠方まで営業を仕掛けてきました。実際、当日、蓋を開けてみると、かなりのお客さんが市内

はじめ首都圏等からお越しいただきました。最初、倉庫内に入場できる人数がだいたい 400人くらい

なんですが、我々としてはせいぜい 400人、そのくらいじゃないかと思っていたんです。実際に来た

方の数を数えるとそれ以上で、会場の外に並ぶ人の列を見て、さらに市民が来るということで、大パ

ニックになりました。お客様から苦情が来て、急きょ、整理券を発行するという事態になりました。

いわきとハワイ、そしてオーストラリアとは、民間も巻き込んだ国際交流をしており、現地の人たち、

例えばハワイだとポリネシアンショーをやっている団体とか、オーストラリアだとアボリジニ人の方
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を呼んで民族舞踊を披露していただき、当然地元からもスパリゾートハワイアンズのプロのダンサー

たちを招いて、踊りを披露してもらいました。ポイントとしては、地元のフラのサークルの方たちに

も出演してもらいました。私も知らなかったのですが、いわきの中でフラをやっているサークルはか

なりの数があるそうです。サークルの関係者の話によると、生徒さんの踊りを発表する場があまりな

いそうです。「いつもは黙々公民館とかで練習してばかりで、なかなかみんなに発表する場がない。逆

にこういったイベントを開催していただけることによって、我々に発表の場、機会を与えてくださっ

て本当にありがとう」と感謝の言葉を直接受けました。そういった嬉しい効果がありました。いわき

には、大々的なフラに関するイベントがないんです。「いわき・フラガール・フェスティバル」は、地

元のサークルの発表の場を創出し、そのサークルに所属している方々が、やる気を起こしてまた来年

やりましょうね、といった市民の一体感を醸成したイベントとも言えます。今年も本当であればやり

たいなと考えておりますが、何しろ、予算が伴うもので、これについてはもうちょっと長期的なスパ

ンで取り組んでいく必要があるのではないかということで、内部の方で協議をしています。 

 

これは「いわきフラオンパク」です。湯本温泉を

中心に温泉博覧会というものを冬頃にやっています。

今年で３年目です。「いわきフラオンパク」は、大分

県別府市でやられている温泉博覧会の仕組みをいわ

きにも導入して開催しているイベントです。温泉博

覧会というのは、温泉地にある地域資源を住民の手

によって磨き上げ、自分たちのまちをお客さんに見

てもらい、それを観光商品にして提供しましょうと

いうことで、どちらかというと民間中心に始まった

まちおこし的な取組みです。そういった手法をまず

は湯本に導入して、観光で来たお客さんをもてなし

ましょうというのが発端です。「フラオンパク」にはフラという冠がついておりますが、フラを活かし

た取組みを中心に、いわきのフラのイメージを発信していきましょう、湯本イコールフラ⇒いわきイ

コールフラというものを発信していきましょう、という意味合いが込められております。ここにも園

児に出ていただき、フラダンスショーを演じてもらいました。フラオンパクの開催期間は冬場なので

すが、それに先立ちまして、夏場にはサ

マーキッズオンパクを開催いたしました。 

 

これがオンパクのプログラムです。実

際、フラにちなんだプログラムの他に、

フラとは関係のないような、地域資源を

使ったプログラムもここには載せていま

す。面白いプログラムの一つとして、右

下に写真が載っていますが、コンビナー

トの夜景ツアーということで、マニアを

対象にしたようなプログラムも企画して



 7 

おります。 

 

いわきフラオンパク自体は平成 19年

度から始まったのですが、当時は湯本の

温泉地区が中心となって行っておりまし

た。まちづくりにはオンパクの技法、仕

組みがいいということで、翌年度の平成

20年度には４地区からプログラム作り

に参加がありました。次第に湯本以外の

地区にも広がってきました。今年度、参

加の意向を示した地区は 12地区です。現

在、今年度のプログラムを作っていると

ころですが、プログラム数も初年度は約 50種だったんですが、今ではだいたい 109種のプログラムま

で作られるようになっています。参加人数も当初は 4,000人を超えるくらいだったのですが、昨年度

は11,000人を超えて、今年はどこまでお客さんが増えるのかが分かりませんが、昨年度の参加人数は

クリアしましょうということで、地域、団体の方を含めて、みんな一丸となって取り組んでいるとこ

ろです。 

      こうした取組みを行政としても看過することはできなくて、こういった地域が中心となったまちづ

くりの技法、仕組みを、もっと市内の中山間地域にも広めていきましょうということで、今年度予算

を拡充していただきました。行政としても、こういった取組みが本当に地域のためになるのであれば、

逆に予算をつけても広めていきたいということでしょうか。我々としても、まだ参加していない地区

に働きかけて、最終的には全市に、いわき市は昭和 41年に合併しましたが、旧 5市4町5村のすべて

の地区で参加いただけるようなまちおこし的な取組みにしていきたいと思っています。 

 

これは7月28日に、豪華客船「飛鳥」というも

のが小名浜港に来まして、その時にフラでおもて

なしをしたものです。アクアマリンふくしまの大

きさと比べてもわかりますように、アクアマリン

ふくしまがすっぽり隠れるくらい、豪華客船の巨

大さが見てとれます。乗船客には日本一周の旅な

どをしている方が多いのですが、どちらかという

と富裕層が各地を巡りながら船旅をしています。

ちょうど右下にアクアマリンの風景がありますが、

そこに白い屋根が写ってます。白い屋根は物産の

ブースです。我々は、乗船したお客さんをもてな

すために物産展を開きました。物産展も、いわきにしかない食べ物、いわきに特化した食べ物にこだ

わりました。我々はブースを構えて乗船客をもてなし、いろいろ話をしました。「こんなにもてなして

くれたのはここ10年間飛鳥で船旅をしていて初めてだ、いわきにまた来たい」という感激の言葉をい

ただきました。実は 10月24日、今月ですがもう一度小名浜に来ますので、皆さんもし興味があれば
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是非小名浜に遊びにきていただいて、お金を落と

していっていただければなと考えています。飛鳥

の再来ということで、チラシには、７月 28日の歓

迎セレモニーにおいてフラダンスで乗船客をおも

てなしした写真も掲載させていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは「いわきサンシャインマラソン」

という、来年の２月 14日に行われるいわ

き初の公認競技、42.195キロのフルマラ

ソンですが、この中にもキャッチフレー

ズとして、「駆け抜けよう！フラガールの

ふるさとを。」を入れております。いわき

のフラのイメージを全国的に知らしめよ

うということで、観光とは違ったスポー

ツの分野にもフラガールを使っていただ

いている例です。 

 

 

  

これは青年会議所で行っているプロジェクトです。

ここまでフラの取組みが活発になると、青年会議所

も何かやらなければならないだろうということにな

り、青年会議所でつくったプロジェクトです。観光

関連機関団体以外の他の団体にもフラの取組みが波

及した事例です。 

「いわきにハイビスカスを咲かせましょう」とい

う取組みや、「おゆうぎフラダンスショー」、「小中学

生アロハ駅伝大会」など、フラにちなんだ取組みを

行っております。 
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これも先般行われた選挙啓発活動です。 

フラのイメージ付けの誘引となった取組

みの例です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは、10月3日と 4日に行われた「秋の小

名浜ビック港まつり」です。イベントで、来た

観光客にフラを見ていただきましょうというこ

とで、フラダンスショーを行いました。土日に

大勢のお客さんが来て、嬉しい悲鳴を上げたと

ころです。 

右側は、高速道路の ETCの割引とか含めて、

いわきにお客さんに来ていただきたいなという

ことで、いわきの中で使えるレジャー施設の共

通クーポン券を作りました。共通クーポン券を

作る時の目玉となるテーマを何にしようかということで、「フラガールの生まれた街いわき」に決めま

した。ここでも徹底的にフラというイメージを植えつけております。これは NEXCOさんと一緒に行っ

ている取組みです。これは、チラシがまだ正式にできてはいないのでお見せすることはできませんが、

あくまでも今の段階の素案のチラシということでご理解いただければと思います。 

 

  

これもハワイ・カウアイ島との交流の新

聞記事です。いわきがフラの取組みを活発

に行っているということもあって、ハワ

イ・カウアイ島の市長さんが来日しました。

民間ベースでの取組みなど、いろいろ交流

していきましょうという内容の会談です。

こういった海外との交流も進んでおります。 
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まとめですが、我々としては、フラガールとい

うものをここで終わらせないために、今後も続け

ていきたいということです。とにかくフラガール

というのはいわきにとって強力なコンテンツです

ので、そのコンテンツを武器にこれからも観光の

取組みを行っていきたいと考えております。それ

が結果的にまちづくりにつながってほしいと。ひ

いては地域経済の活性化にも役立ってほしいとい

う願いをこめまして、いろいろ取り組んでいきた

いです。 

ただ、フラガールが終わってから３年間経過しており、やはりネタ切れは否めません。そのために

次の展開で何をしていけばいいのかというのが、今の悩みどころであります。観光というのは水物な

ので、やらなければやらないで終わってしまうし、やったらやったでそれなりの効果が生まれますの

で、次につながるような戦略とをつくり誘客展開を行っていきたいと考えています。 

まとめ  


