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一般社団法人大野城市にぎわいづくり協議会 

令和 3 年度 事業計画書（案） 

自 令和 3 年 ４月 １日 

至 令和 4 年 ３月３１日 

 

１．事業方針 

当協議会は『大野城市に点在する「人」「歴史」「自然」「文化」「産業」「施設」などの地域資源

を集約し、効果的な発信と活用を行うことで、大野城市のにぎわいづくりに資することを目的とし、

その目的を資するための事業を行う。』という定款の目的を達成するために、「おおのじょうまちな

かわくわくパビリオン」や「おおの山城大文字まつり」を中心とした、大野城市ににぎわいをもた

らす様々な事業を 3 ヶ年評価・見直しを行った中長期基本計画に基づき展開していきます。 

 

２．事業計画  

新型コロナウイルス感染症の影響により、集客を伴うイベントなどは、状況に応じて可能な限り

実施いたします。また昨年に引き続き「事業所、団体、市民への支援」という視点で情報の収集と

発信を行い、市全体の活性化を図ってまいります。 

 会員普及では、地域で開催されるイベント等の取材を通してコミュニケーションを図り信頼性を

築き新規会員の獲得に努めます。また様々な広告媒体や情報発信ツールを活用し、会員事業所の

PR を強化いたします。 

 昨年延期となった第 39 回『おおの山城大文字まつり』開催に向けて、歴史の伝統を継承してい

く内容となるよう事務局として提案に努めてまいります。 

 

【中長期基本計画に基づく５つの柱】 

（１）各種メディアを活用した情報発信に関する事業  

当協議会の様々な情報発信ツールを活かし、会員をはじめとした大野城市の情報の集約に努め、

旬な情報を迅速に発信します。 

（２）大野城市内各団体等が連携したイベントに関する事業  

 おおのじょうまちなかわくわくパビリオンはプログラムの内容を検討しながら、大野城流のおも

てなしを実施いたします。 

（３）日常的な誘客につながる回遊ルートの開発に関する事業  

 自然とまちの魅力を活かしたまち歩きのルートを開発し、大野城全体のマップ製作を行います。 

（４）各地域資源を連携させた各種事業  

昨年に引き続き、可能な範囲で事業所、団体と連携した市内の魅力を体感することができる企画 

及び立案に努めます。 

（５）市民参画による各種事業  

 おおの山城大文字まつり開催に向けて、魅力あるプログラムの提案となるよう努めます。 

 

 

 

 

第３号議案 
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重点施策 具体的取り組み 

地域資源の収集 地域資源の収集の仕組み強化（市、市内団体、市民⇒協議会） 

地域資源の整理 「大野ジョー報シート」での情報一元管理 

地域資源の「見える化」 
協議会事務局、ＷＥＢでの閲覧が可能な環境整備 

（フリーペーパーでの紹介、リスト作成等） 

 

大野ジョー報 

シート 

令和４年度 

目標（※） 

令和 3年度 

目標 

令和 2年度 

実績 

380 件 370 件 360 件 

※令和４年度目標値は、中長期基本計画 3 ヶ年評価・見直しの目標値 

 

（１）各種メディアを活用した情報発信に関する事業 

 ア．ホームページ運営事業  

 （ア）HP「まどかのふもと」は、データベース化した情報が多くの方々に活用されるように、 

    積極的に魅力ある情報発信を行います。                    【継続】 

 

ホームページ 

ビュー数（累計） 

令和４年度 

目標※ 

令和 3年度 

目標 

令和 2年度 

実績 

70,000 件 70,000 件 69,951 件 

※令和４年度目標値は、中長期基本計画 3 ヶ年評価・見直しの目標値 

 

  （イ）HP「まどかのふもと」の認知度向上に向けた取り組みと、ホームページ活用という観点 

    から昨年から行っているバナー広告募集を強化してまいります。        【強化】  

  （ウ）Instagram、Facebook、Twitter、LINE 公式アカウント等の SNS を様々なニーズに応 

    じて、積極的かつスピーディに情報発信を行います。同時にフォロワー数の拡大に向けた 

    ＰＲをフリーペーパー等の紙媒体などで積極的に行います。         【強化】  

 （エ）地域資源である大野城市 PRキャラクター「大野ジョー」を活用した LINE スタンプ・着 

    せ替えの継続的な PRと新デザイン販売の企画・検討を行います。       【継続】 

 

 イ．どこでも観光案内所事業  

 （ア）配架用可動式ワゴン１号機、２号機の設置場所として、市内のコミュニティセンター施設 

    内など新規開拓を行い、多種多様な地域の情報を広く周知すると同時に当協議会の認知度 

    向上に努めます。                            【継続】 

  

 ウ．フリーペーパー「おおのじょう」発行事業  

 （ア）地域資源を掲載した冊子型フリーペーパー「おおのじょう」は、年２回（６月と２月）発 

    行します。本年度の発行部数達成のため魅力ある内容の充実に努め、多くの方々に渡るよ 

    うな折込み、ポスティング、各所に設置するなど幅広く周知を行います。    【強化】 
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フリーペーパー 

発行部数（年２回） 

令和４年度 

目標※ 

令和 3年度 

目標 

令和 2年度 

実績 

100,000 部※ 90,000部 65,500 部 

※令和４年度目標値は、中長期基本計画 3 ヶ年評価・見直しの目標値 

 

 エ．会報発行事業  

 （ア）当協議会の活動状況の報告及び認知度向上のために、会報を発行し会員、市民へ配布する 

    とともに広く周知を行います。                        【継続】  

 

 オ．「♯大野城エール飯」事業  

（ア）昨年に引き続きテイクアウトを実施している飲食店を支援するために「♯大野城エール飯」 

    として SNS による情報発信(食レポ)や販売促進などの支援を行います。      【継続】 

 

（２）大野城市内各団体等が連携したイベントに関する事業 

 ア．おおのじょうまちなかわくわくパビリオン事業  

 （ア）地域資源を最大限に活かす事業として、夏（７月～８月 ）と秋（10 月～12 月）に実施 

    します。事業の主旨・方向性を周知するため説明会を開催し、参画者のより良いプログラ 

    ム立案のサポート体制を強化します。また新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じ 

    た、少人数でのワークショップ企画の推進や、参画者向けの「オンライン活用セミナー」 

    を開催し、新しい生活様式でのプログラム企画を提案します。     【再開・強化】  

 （イ）令和 4 年度に 10 回記念を迎えるおおのじょうまちなかわくわくパビリオンの実施に向け 

    た検討を行います。                             【新規】 

 

 令和４年度 

目標※ 

令和 3年度 

目標 

令和 2年度 

実績 

プログラム数  40    40 0 

参加者数 35,000名   600 名 0 名 

※令和４年度目標値は、中長期基本計画 3 ヶ年評価・見直しの目標値 

 

 （ウ）集客を伴う大型プログラムである「FUKUOKAフレンドパーク」は、新型コロナウイル 

    ス感染症の状況から開催を見送り、今後の開催に向け各事業所、団体との連携強化を図り 

    ます。                                 【中止】 

 

（３）日常的な誘客につながる回遊ルートの開発に関する事業 

 ア．ルート開発事業  

 （ア）市の魅力を再発見できる回遊ルートをフリーペーパーで紹介していきます。また市の事業 

    である大野城まち歩きアプリ「ジョークエスト」のミッションに活用できる情報の提供を 

    行います。                                 【継続】 
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 令和４年度 

目標※ 

令和 3年度 

目標 

令和 2年度 

実績 

ゆったりスポット巡り 30 スポット 23 スポット 17 スポット 

市「ジョークエスト」

のミッション数 
30 ミッション 27 ミッション 24 ミッション 

※令和４年度目標値は、中長期基本計画 3 ヶ年評価・見直しの目標値 

  

 （イ）近隣地域と連携した回遊ルートの開発提案に向け、大野城市内の回遊ルートの充実に取組 

    み、近隣地域団体と情報交換を行うなどコミュニケーションを図ります。      【継続】 

 

 （ウ）地域資源や当協議会の会員情報を盛り込んだ大野城市全体のマップを作製いたします。 

                                        【新規】 

（４）各地域資源を連携させた各種事業 

 ア．マッチング・支援事業  

 （ア）収集した地域資源を事業所、団体、市民に情報提供やマッチングを行い、大野城心のふる 

    さと館「つながる事業」を引き続き活用して支援します。           【継続】 

 （イ）まどかぴあ・社会福祉協議会・大野城心のふるさと館の３館連携事業を始めとしたイベン 

    トを主催する各団体へ情報提供や提案を行うコーディネーターとして支援します。【継続】 

 （ウ）高架下周辺まちづくり連絡会議への積極的な参画と連携を行い、新たなにぎわい創出に向 

        けた提案を行い、にぎわい創出の中心的役割を担うよう努めてまいります。   【継続】 

 （エ）大野城市と災害時相互応援協定を結んでいる奥州市（岩手県）で、顔の見える関係の構築 

    を目的とした都市間交流の際、大野城市の推奨品郷土料理「大野城鶏ぼっかけ」の普及活 

    動を行っている大野城ぼっかけ隊の支援を、大野城市ふるさとにぎわい課と連携し行いま   

    す。                                    【継続】 

 （オ）コロナウイルス感染症に伴い昨年新規事業として行った商品開発については、現状のニー 

    ズや地域資源を活用した内容の拡充に努め製作・販売を行い、更なる販売経路開拓と当協 

    議会の認知度向上及び自主財源の確保に繋げてまいります。          【継続】 

 

（５）市民参画による各種事業 

 ア．おおの山城大文字まつり運営事業  

 （ア）おおの山城大文字まつり委員会の事務局としてまつり開催において、歴史の伝統を絶やさ 

    ない魅力あるプログラムの企画・立案を行い、来年に控えた第 40 回記念事業を見据えた 

    実施に向けて尽力いたします。                      【継続】 

   

 イ．市民参画事業  

 （ア）にぎわいづくりに関心のある方々の交流、情報交換の場である「にぎわいサロン」は、集 

    客を伴うイベントとなるため、新型コロナウイルス感染症の状況にあった内容で行います。                            

                                        【再開】  

 （イ）宝の掘り起こし磨き上げを重視した「宝びと」を活用したワークショップを、感染症対 

    策を講じながら幅広い世代が参加できるプログラムの企画・実施に努め可能な限り開催し 

    ます。                                 【継続】 
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令和４年度 

目標※ 

令和 3年度 

目標 

令和 2年度 

実績 

にぎわいサロン 

参加者数 
350 名 30 名 0 名 

ワークショップ 

参加者数 
  250名 50 名  45 名 

※令和４年度目標値は、中長期基本計画 3 ヶ年評価・見直しの目標値 

  

 （ウ）自分の得意分野を生かし、活動してもらう登録制ボランティア「大野城にぎわい隊」の募 

    集を積極的に行い活動の場を広げてまいります。                【継続】  

 （エ）市の魅力が伝わる写真を SNSに投稿してもらう「フォトコンテスト」を開催し、大野城 

    市へ訪れてもらうきっかけづくりに努めます。                 【継続】   

（オ）地域情報に詳しい区長、コミュニティ団体との「にぎわい」について情報交換を行い幅 

    広い関係構築を目指します。                       【新規】 

 

（６）その他 

 ア．会員  

      大野城市のにぎわいづくりに関心のある仲間（会員）作りを引き続き努めるとともに、既 

   存会員の満足度向上と新規入会促進に繋がる会員特典の検討を行います。 

   また、脱会した会員への情報提供も継続して行い、関係性の維持に努め再加入に繋がるよ 

   う推進してまいります。                         【継続】 

 

会員種別 

内訳  

令和４年度 

目標※ 

令和 3年度 

目標 

令和 2年度 

実績 

正会員 
法人 185 件 170 件 119 件 

個人 77 名 71 名 52 名 

賛助会員 
件数 39 件  34 件 23 件 

口数 335 口 293 口 126 口 

※令和４年度目標値は、中長期基本計画 3 ヶ年評価・見直しの目標値 

 

 イ．組織  

  （ア）観光事業に関わる知識を深めるため、セミナーなどに積極的に参加いたします。 【継続】 

  （イ）令和 4 年度に行う「中長期基本計画５ヶ年評価・見直し」に向けた基本方針を検討しま 

    す。                                                                     【新規】 

 （ウ）拠点開設に向け事務局体制の更なる強化に努めます。                        【強化】 

 

 


