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そこで、 上地域が独自にモバイル型アンテナショップの形態を活用し、継続して都市地域で PR

し、 上地域の資源を幅広い地域・年代に発信していくことで 上地域の知名度を向上させていく。 
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１ はじめに 

プラチナもがみの研究テーマは、「産業振興・雇用促進」である。 上地域では喫緊の課題ではあ

るものの、分析対象としてはとても大きいテーマであったため、「産業振興＝モノがたくさん売れるこ

と」と単純化し、「もっとたくさんのモノが売れるにはどうすればいいか？」というシンプルな観点で検

討を始めた。 

まず問題になったのは「そもそも 上地域には売れるモノ（魅力）があるのか？」という点について

である。この点については、研究会議の中で 上地域資源の発掘ワークショップがあり、短時間に多

くの資源を挙げることができたことで、 上地域に売りだすモノ（魅力）はあると結論付けた。 

次に、そのモノ（魅力）をどのように売りだすかという点についての検討を行った。はじめは地域ブ

ランド化などを考えたが、現在の 上地域はブランド化できるほど知名度が高くない。 

そこで、 上地域の知名度が低いことに着目し、その対策として「モバイル型アンテナショップを活

用した 上地域の情報発信」を提案するに至った。 

自治体による PR といえば「アンテナショップ」が浮かぶが、既存のアンテナショップについて分析

を進めると、運営費用が高額になることや商品の確保が難しいことなどから、市町村が設置している

ものは少ないことがわかった（詳細については後述する。）。その上、 上地域の現段階での知名度

では、店舗を設置したところで集客に苦労することは目に見えている。そこで、こちらから能動的に

PR できる移動販売やブース出展を活動の中心に据えることにした。 

以下に今回の事業提案の現状分析、提案する事業内容とその費用対効果について述べる。 

 

２ 現状分析 

 

2.1 最上地域の産品 

はじめに、そもそも 上地域には売り

出す産品があるのかという疑問が生じた

が、平成 26 年度に実施された「宝さがし

ワークショップ」において短時間のうちに

数多くの「宝」をあげることができたことで

この疑問は解消した（図１）。当グループ

の研究員は全員が 上地域に住んでい

るが、知らないことが数多くあり、 上地

域には知られていない「宝」が数多く存在

し、発掘していけば売り出す産品は十分

にあるとの結論に達した。 

 

最上地域には多くの「宝」（地域資源）がある！！

第２回研究会議 地域資源グループワークより

マッシュルーム ⼭菜

パプリカ トマト

⽶ アスパラ

最上伝承野菜 にら

真室川ブランド 納⾖汁

きのこ とりもつラーメン

 

温泉 神室連峰

滝 雪

新庄祭り 鮭まつり

真室川梅まつり ⾦⼭産業まつり

奥の細道 ⺠話

地場産業 ゆるキャラ

若鮎まつり 最上まつり

肘折温泉さんげさんげ とざわ旬の市

歴史 景観

伝統芸能 伝統⼯芸

最上川 牧場

巨⽊ スキー場

 
【図１：最上地域の「宝」の例】 
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2.2 最上地域の市町村が実施している物販・PR の状況 

上地域の市町村で現在行っている物販や PR の状況について調査した。現在、一時的に 上

地域内の市町村が連携・協力して物販・PR を実施する例はあるものの、基本的には市町村単位で

物販・PR を行っている（図２）。また、活動地域としては、首都圏や仙台圏が多くなっている。 

上地域の市町村で独自にアンテナ

ショップを設置している自治体はないが、

上町が東京都板橋区にあるハッピー

ロード大山商店街の「全国ふれあいショ

ップとれたて村」へ参加している。これは

商店街と複数の自治体による合同のア

ンテナショップで、ハッピーロード大山

商店街が店舗を提供し、全国の参加市

町村（１５自治体）の特産品などを販売

している。商店街として誘客に効果があ

るだけでなく、参加市町村の「まちづく

り」「活性化」への貢献もあり、相互にメリットのある仕組みを構築している。 

現状において、 上地域の各市町村による物販・PR 活動自体は盛んに行われているものの、

上町の「全国ふれあいショップとれたて村」への参加を除けば一時的なもの又は年１回など低頻度の

出展が主となり、継続的な PR が十分にできていない状況にある。また、各市町村がそれぞれ活動し

ているため、他市町村との連携が十分に図られているとはいえず、 上地域全体としての PR はほと

んど実施されていない。 

 

2.3 最上地域の知名度（認知度・誘客力） 

上地域と他地域の知名度を直接調査した資料はない。

そこで、観光客数から観光地としての魅力を山形県内の他

地域と比較することで県内における相対的な誘客力を知名

度として類推することを試みた。 

平成 26 年度山形県観光客数調査によると、 上地域は

山形県内への観光客数の訪問先としては 6.1 %のシェアである。 上地域は県内総生産の 6.0 %（平

成 24 年度市町村民経済計算）、人口では県内の 7.2 %となっており（平成 22 年国勢調査）、面積で

は 19.3 %（平成 25 年山形県統計年鑑）を占めている。したがって、 上地域の観光地としての集客

力は、経済規模の割には健闘しているものの、人口や面積の割合で見ると他地域より弱いといえる。 

*URL： http://www.pref.yamagata.jp/ou/shokokanko/110011/kankotokei/kanko-cyousa/h26kank

osyacyousa.pdf 

表１ 地域別観光客数（平成 26 年

度山形県観光客数調査*） 
地域 観光客数 構成比

村山 21,224 千人 47.0 %
庄内 14,397 千人 31.9 %
置賜 6,790 千人 15.0 %
最上 2,759 千人 6.1 %

最上地域の物販・ＰＲイベント状況
【東京都】
 おいしい⼭形プラザ
 町イチ！村イチ！
 板橋区区⺠まつり
 ハッピーロード⼤⼭商店街
 ⽇本で最も美しい村連合イベント
 川の⼿荒川まつり
 東⼤マルシェ
 東村⼭市 市⺠⽂化祭、産業まつり
 ⽇暮⾥春まつり
 ⼤地を守る会
 東京〇〇会

【埼⽟県】
 伊奈町バラまつり
 パレスホテル⼤宮東北フェア

【神奈川】
 なかいフェスティバル

【仙台市】
 東北のへそ観光まつり
 東北ろっけんパーク
 おいしい⼭形もがみフェア
 ハイウェイコミュニケーション
 復幸（復興）元気市
 ⼆華⾼⽂化祭

 

【図２：最上地域の市町村による主な物販・PR 
イベント実施状況】 
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2.4 アンテナショップについての検討 

現在、多くの自治体（県）が首都圏を中

心にアンテナショップを設置している。（一

財）地域活性化センターによると、都内に

おけるアンテナショップの設置店舗数は、

平成 27 年 8 月末時点で 57 店舗あり、そ

のうち道府県が設置しているものが 43 店

舗、市町村が設置しているものが 14 店舗

となっている（他団体との共同設置を含

む。）。店舗所在地は全体の約 4 割が銀

座・有楽町地区に立地している。 

アンテナショップには、①特産品の販売・周知、②自治体のＰＲ・観光案内、③地元企業の販路拡

大支援、④新商品のテスト販売・情報のフィードバック、⑤Ｕターン・Ｉターン支援、⑥地方自治体と首

都圏の交流拠点の６つの機能が期待される。ほぼ全てのアンテナショップで物販や観光案内の機能

を中心に運営されているが、福井県や新潟県のアンテナショップのように U・I・J ターンの相談窓口や

ビジネスサポートなどの多機能型の店舗もある。 

都内へのアンテナショップの設置は道府

県によるものがほとんどであるが、その理由

としては、アンテナショップ運営に係るコスト

の負担や商品の確保などを市町村で行う

ことが困難であるためと考えられる。山形県

のアンテナショップ「おいしい山形プラザ」

は、平成 9 年 12 月に東京都虎ノ門地区に

設置され、平成 21 年４月に銀座・有楽町の

現在の所在地に移転し、主に物販、観光

案内、飲食の提供を行っており、現在の運

営費用は概算で8,800万円、初期費用は1

億円を超えている（図３）。 上地域の市町

村に、これだけの負担に耐えられるところ

はない。 

アンテナショップ既設置店へのアンケー

トでは、4 店舗で 100 万人以上の入館がある一方、全体の 3 分の 1 の店舗が 10 万人以下に止まり、

全体の店舗数の 51.9 %が 20 万人以下である（表２－１）。また、年間売上では 7 店舗（北海道、沖縄

県など）で 5 億円以上だったが、36.5 %にあたる 19 店舗では 1 億円に満たなかった（表２－２）。また、

表２－１ 平成 25 年度入館者数（単位：店） 
年間入館者数 店数 割合 

10 万人未満 19 36.5 %
10 万人以上 20 万人未満 8 15.4 %
20 万人以上 50 万人未満 10 19.2 %
50 万人以上 70 万人未満 7 13.5 %
70 万人以上 100 万人未満 0 0.0 %
100 万人以上 4 7.7 %
不明 4 7.7 %
合計 52 100.0%
表２－２ 平成 25 年度年間売上（単位：店） 

年間売上 店数 割合 
３千万円未満 11 21.2 %
３千万円以上５千万円未満 3 5.8 %
５千万円以上１億円未満 5 9.6 %
１億円以上３億円未満 15 28.8 %
３億円以上５億円未満 6 11.5 %
５億円以上７億円未満 5 9.6 %
７億円以上１０億円未満 2 3.8 %
不明 5 9.6 %
合計 52 100.0%

  アンテナショップアンケートより（抄）* 

⼭形県アンテナショップ
「おいしい⼭形プラザ」

設置場所 銀座⼀丁⽬
⾯ 積 １１０坪
内 容 物販、飲⾷、観光
運 営 物販：有限責任事業組合ＹＣＣ共同企業体

飲⾷：アル・ケッチャーノ 観光：（社）⼭形県観光物産協会
経 費 【イニシャルコスト】

内装⼯事・設計委託・備品 １億2,000万円
仲介⼿数料・家賃１カ⽉分 600万円
【ランニングコスト／年】
賃料・共益費 8,000万円
清掃委託料 100万円
観光案内委託料 700万円

 

 
【図３：山形県アンテナショップ「おいしい山形 

プラザ」の運営状況】 
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アンテナショップ運営の効果として「特産品の知名度アップ」と「自治体の知名度アップ」が極めて高

い割合で挙げられている*。 

*（一財）地域活性化センターの調査による。URL： https://www.jcrd.jp/images/02-josei/docu/

H26jittaichousanews_web_2014_12_11.pdf 

 

2.5 移動販売形式についての考察 

店舗を設置してしまうと、運営費用が多額になるだけでなく、立地により客層・ＰＲターゲットが固定

されるデメリットもある。そこで移動販売形式について検討を行った。 

移動販売は、店舗による販売と比べて、店舗面積が小さくなってしまうため販売量では劣ってしま

うものの、立地を変えられるフットワークの軽さでは優れている。 

福島県郡山市にある（株）ビックメイツ*1 は、首都圏を

中心に福島県産品の PR と移動販売を行っている企業

である。平成２３年に発生した東日本大震災による福島

県産品への風評被害を払拭し、福島県産品の販路拡

大を図るべく、福島県とも協力し、補助も受けながら運

営されている。同社は、当初インターネット通信販売に

よって福島県産品の販売をはじめたが売上が伸び悩

み、お客様から注目していただくのをインターネット通

販で待っているよりも自分たち売り手が直接お客様のもとに出向いてアピールしようとしたことから、

「キビタン号*2」（図４）による移動販売に切り替えた。 

出展回数や売上も増加して従業員数を増やすなど業績は順調に推移しており、現在では有楽町

にある交通会館マルシェを中心に日本各地でのイベントや駅構内、企業イベント等へのブース出展

を行い、多忙な活動を行っている。なお、(株)ビックメイツでは、商品を在庫として保管しておく倉庫

が郡山市にしかない。そのため、出展中に商品を売り切ってしまった場合は、郡山市や仕入れ先の

生産者から商品を発送して対応している。これは、郡山市から東京都までは約 200 km であり、新幹

線や高速道路などのインフラが整備されているため可能な手法であると考えられる。 

同社の販売活動をきっかけにして福島県のローカル商品だったものが首都圏でヒットしたものもあ

り、同社の物販で取り扱った福島県産の農産品が飲食店の目にとまり、食材出荷の契約に結びつい

たものもあるなど、同社の販売活動がきっかけとなって「つながり」ができた事例がある。同社の活動

の基本は消費者への対面販売だが、地道な販売活動によりビジネスへの展開の可能性もあることが

示唆される事例である。 

*1URL： http://www.bicmates.com/ 

*2「キビタン」とは福島県民ならだれでも知っているというキャラクターのこと。県が管理しており、

福島県の許可と協力を得て(株)ビックメイツの営業活動に使用している。 

 
【図４：キビタン号（(株)ビックメイツ）】
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３ 事業内容 

 

3.1 事業の方向性 

上地域の産業振興とは、 上地域の経済規

模を大きくすることと言い換えることができる。平成

24 年度市町村民経済計算によれば、 上地域の

地域内総生産額のうち農業分野の占める割合は

7.0 %と県内他地域の比率よりも高くなっている（表

３）。すなわち、農産品の販売が拡大し、農業分野

が活性化すれば、 上地域の経済に与える影響

は大きい。 

しかしながら、2.2 で見たとおり、そもそも 上地域の全国的な認知度が高くない。自治体の規模

が小さいため、マスメディアを用いた大掛かりな広告は極めて困難であるし、これまでのように個別の

市町村ごとの活動では年間を通した商品の確保が難しく、結果として PR 活動に継続性が欠けてしま

っている。そこで、 上地域全体で協力・連携して通年で PR できる素材を確保すれば、これまで以

上に継続的に PR 活動を実施できるほか、各市町村が単独で行うよりも広告や事業にかける予算額

を増やすことができる。 

ここで、インターネットの利用について検討する。費用をかけずに PR や販売を行うにはインターネ

ットの活用も考えられるが、インターネットは PR 対象の顧客が商品の購入前に関心を持ったものでな

ければウェブページの閲覧すらしてもらえない。すでに産地ブランドとして十分な知名度がない限り、

地域の産業全体に影響を及ぼすような効果を期待することはできない。 上地域がこれから PR して

いこうとする場合の主たる手段にはなりえない。 

また、2.4 で見たとおり、東京でアンテナショップを設置・運営するには高額な経費が必要となるた

め、 上地域の 8 市町村が連携して取り組むとしても予算規模から現実性は薄い。 

上地域から首都圏までは距離があるため、2.5 でみた(株)ビックメイツの事例をそのまま適用す

ることはできないが、売り手から能動的にアプローチできる移動販売型という手段は、知名度の低い

上地域には適している。また、2.1 及び 3.1 でみたように 上地域は農業分野に強いので、試食

ができる移動販売は特にPR効果が高い。食の分野は、特に安全面が重視されるため対面販売が望

ましい分野でもある。 

以上から、 上地域の産業振興のための事業としては、 上地域の情報発信や PR を行うことを

目的として、移動販売型のアンテナショップ（以下「モバイル型アンテナショップ」という。）によるPR 活

動を行っていくことが適していると結論づけた。 

 

 

表３ 県内４地域の地域内総生産額と第

一次産業構成比（平成 24 年度市町

村民経済計算） 

地 域 
総生産額 
（億円） 

第一次産業の

構成比（％）

村 山 18,373 3.1
置 賜 7,097 3.8
庄 内 9,209 4.5
最 上 2,216 7.0
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3.2 事業概要 

モバイル型アンテナショップを活用した PR 活動の目的は、 上地域を PR し、知名度を向上させ、

産品の販路拡大や観光の誘客などを図ることである。(株)ビックメイツの販売活動を参考に、イベント

等へのブース出展、移動販売等を積極的に展開し、物販を事業の核に据えた PR 活動を行う。 

物販を活動の柱とするのは、 上地域の産品を購入した人は、購入しなかった人よりも 上地域

に対して関心を持ってもらえると考えたためであり、単にチラシを配るよりも効果的に PR できるからで

ある。 

また、活動地域としては仙台圏を対象とする（3.2.5 で詳述する。）。 

事業の概要としては、図５のようになる。なお、以下ではこの仕組み全体のことを「P システム」（P と

は、「最上がより輝くように」との思いを込めて付けたチーム名「プラチナもがみ」の頭文字

からとったもの。）という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1 事業の手法 

事業の中心になるのは物販である。図５にあるとおり事業者がコーディネーターとして P システムの

核となるが、物販については委託販売とすることで在庫を抱えるリスクをなくし、負担を軽減する。 

販売に併せて 上地域の情報を提供する部分や 上地域の産品の都市部での販売促進に係る

活動に関することは、通常この部分だけ行っても収益は見込めないが、 上地域全体の利益になる

ことから、行政が事業を委託する。 

 

3.2.2 登録制 

生産者等は、P システムに登録することでコーディネーターに商品を提供することができるものとす

る。 

コーディネーターは、出展場所に応じた商品の販売戦略の企画・立案、出展に係る事務手続き、

役場・事務組合
・委託
※委託内容を精査し効率化検討。

ＰＲターゲット
・個⼈
（消費者、移住希望者等）
・事業者
（⼩売業、外⾷産業等）

⽣産者
・農林⽔産物の⽣産、加⼯、販売
・⼯業製品の⽣産、販売
・各種情報提供
・ＰＲ活動
・問い合わせ対応

観光業者
・サービス提供
・魅⼒の向上
・問い合わせ対応

観光協会
・観光情報のとりまとめ提供
・旅⾏プランの提案
・問い合わせ対応

事 業 者
・物販、商品テスト
・観光、移住情報等の発信
・出品者/飲⾷店登録制度
・各種情報の分析とフィードバック
・問い合わせ対応

モバイルアンテナショップ
によるＰＲ・販売
（ブース出店も⾏う）

情報収集

供給・委託販売

登録

フィードバック

運営の仕組み（Ｐシステム）

商品、資源の磨き上げ、売れる商品づくり、誘客の仕組みづくり

 

 
【図５：事業の概要図】 
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出展場所ごとの商品の販売戦略の構築を行う。また、販売や PR の結果について分析し、生産者等

に報告する。また、販売情報を蓄積し、生産者等にいつでも提供できるようにし、継続的に商品の改

善と新商品開発が行えるよう支援する。 

このように、各生産者とコーディネーターは、互いに協力・連携して、都市部での販売の拡大に努

める。 

 

3.2.3 販売活動について 

移動販売を行うが、移動中も

PR効果を得られるよう車両にラッ

ピングを施す（図６）。なお、この

事業では 上地域全体を PR す

るための素材が必要になるが、

現在統一的に使用されるキャラ

クターやロゴなどがないため、車

の愛称やラッピングのデザイン

は公募等により決定する。 

移動販売を行う場所については、イベントや駅、ショッピングモール等への出展を基本にしつつも、

(株)ビックメイツが東京都の「交通会館マルシェ」を事実上の活動の拠点としているように、「ここに行

けば 上のものが買える」と認識してもらえる事実上の活動拠点を早期に確保する。また、都市部住

民に認知してもらうため、 低でも１週間で２日から３日程度は販売活動を行う。 

 

3.2.4 情報発信について 

物販の際、合わせて観光情報や企業情報などの 上地域に関する情報を発信し、PR 活動を行う。

具体的には、商品の包装に観光情報を印刷する、購入者へ商品を渡す際一緒にチラシを配る、な

どを行う。 

たとえば、子育て世帯が多い場所（企業が多く立地する場所の駅や社内イベントなど）で移動販

売を行う場合は、若年層が好むスイーツなどを揃えつつ、 上地域の子育て関連情報を効果的に

発信する。また、介護施設等に出展する場合は、漬け物や山菜など年配の方に好まれる食材や温

泉などの観光情報を PR する。このように客層に合わせて取り扱う商品を変えつつ、観光の誘客が見

込めそうな場所では観光情報を、移住に興味を持ってもらえそうな場所であれば移住情報を合わせ

て PR すれば、より効果的に PR できる。 

都市部を対象にするといっても、その中に多様な地域があり、それぞれ個性がある。多様な場所

に出展することで、多様な都市部住民の嗜好にふれることができれば、商品の開発や改善につなげ、

将来的には販路拡大を目指していくことができる。 

いろいろな場所でＰＲ！！
⾞両にはラッピングを施し、⾛⾏中もＰＲ！！

※イメージ

もがみキャラバン隊

MOGAMI

⾞の名称、
デザインは公募

 

【図６：販売に用いるラッピングカーのイメージ】 
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また、PR の効果を測りやすくするため、商品の詳細や産地についての情報を記載したホームペー

ジを設け、包装に URL や QR コードを記載し、アクセスしやすい環境を構築する。また、 上地域の

PR をホームページ上でも展開する。このことで、一度興味を持ってもらえた顧客に、ウェブ上でも PR

できるような環境を整備することができる。 

 

3.2.5 活動地域について 

現在、 上地域の PR は首都圏と仙台

圏を中心とした活動になっていることから

（2.2 参照）、事業の実施地域として首都

圏と仙台圏の比較検討をした（図７）。 

首都圏は、人口規模が大きく、 上地

域の情報があまり知られていないこともあ

り、仙台圏と比べて PR 効果が高いと考え

られる。また、宿泊を伴った観光者の誘

客が見込め、実現した場合には経済効果が高い。自分の地元としての「田舎」を持たない方も多くお

り、田園風景などの「田舎」を求め移住を考えている方の観光や移住の需要も取り込むことができる

可能性もある。一方、デメリットとして、 上地域からは遠方となるため身軽な活動が困難であり、首

都圏近郊へ事務所（倉庫）の設置が必要となるなど、輸送や運営に係る費用が著しく高額となってし

まう点があげられる。 

仙台圏は、首都圏と比較して人口規模が小さいため、首都圏ほどの PR 効果は期待できない。ま

た、同じ東北地方に位置するため文化的にも似ており、U ターンを除いて移住の需要はあまり見込

めない。日帰り圏内であるため、宿泊旅行はほとんど期待できない。しかし、日帰りの観光地としての

PR は可能であり、何よりも 上地域から PR のために出向くときも費用を低く抑えることができる。 

以上から、本事業を実施するにあたり、当初は仙台圏で事業を実施し、その活動実績を踏まえ、

将来的には首都圏へ活動の場を広げていくこととする。 

 

3.2.6 具体的な活動のイメージ 

3.2.1から 3.2.5までをまとめると以下の

ようになる。 

週に２～３回程度、都市部（仙台圏）で

ブース出展する。コーディネーターは、出

展に係る手続きや準備を行いながら、出展

計画に基づき商品を確保する。この際、出

展場所の分析をあらかじめ細かく行い、顧

【⾸都圏】
（１）ＰＲ対象⼈⼝

多い
（２）期待する効果

知名度アップ
移住促進
販路拡⼤
誘客（泊まり）

（３）コスト
多い

【仙台圏】
（１）ＰＲ対象⼈⼝

少ない
（２）期待する効果

販路拡⼤
誘客（⽇帰り）

（３）コスト
少ない

仙台圏で試⾏して、効果があれば、⾸都圏へ活動の場を広げていく

ＰＲ活動地域の検討 

 
【図７：活動地域の検討】 

モバイル型アンテナショップのとある１週間・・・
曜⽇ 都市部 最上地域

⽇曜⽇ イベント出店 出荷

⽉曜⽇（祝⽇） イベント出店 出荷

⽕曜⽇ ー 売上やお客様の声をもとに
分析

⽔曜⽇ ー 分析結果を⽣産者へフィー
ドバック

⽊曜⽇ ー ー

⾦曜⽇ ー ー

⼟曜⽇ イベント出店 出荷

 

【図８：P システムでの活動のイメージ】 
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客層にあった出品を行う。 

販売が終わった後、残品を生産者に返し、販売結果や顧客からの感想・クレームなどをまとめ、分

析する。また、このデータを基に、コーディネーターと生産者等は、協力しながら売上げ拡大に向け

て改善や新商品の開発を行う。 

 

3.3 事業工程と事業全体の評価 

事業のサイクルを３年で１サイクルと

し、初年度においては PR カーの準備

や事業者の選定、生産者への情報提

供と登録促進などを行い、年度後半か

ら事業を実施する。 

販売については活動を行うごとに、

事業全体については半年に１回検証し、

評価する。 

１サイクルごとに事業を継続するか、

首都圏等他の都市圏への活動に拡大していくか、事業を廃止するかを検証する。 

この際の指標としては、商品の売上げとともに、ホームページのアクセス数など PR 効果に関するも

のも設定し、これらの指標により判断される。 

 

3.4 費用対効果 

ここで事業の費用と効果について検討する。 

まず、事業者への聴取りから費用に

ついて次の条件で試算した。 

 移動販売車は行政が普通ワゴ

ン車１台を購入し、コーディネ

ーターへ貸与 

 都市部での PR 活動は週２～３

日(回)程度行い、販売ＰＲにか

かる人員は１回あたり２．５人 

図１０のとおり、３年間の事業費総額

は２，５４０万円となり、業務委託費の内訳は、人件費、旅費交通費、通信費、消耗品費、燃料費、販

売促進費、出店料、管理費である。本事業を定住自立圏構想に沿って実施した場合、事業の委託

者は中心市である新庄市となり、その財源としては定住自立圏に係る特別交付税がある。 

 

１年⽬ ２年⽬ ３年⽬
委託事業者の
選定
ＰＲカー準備

事業実施

⽣産者への情報提供

登録者の 拡⼤

販売・ＰＲの効果検証

事業継続に向けた検討
（⾸都圏拡⼤等）

事業⼯程 

【図９：事業工程】 

⽀出・財源・効果（⽬標）
費⽬ ⾦額 備考

⽀出

⾞両購⼊費 500万 ワゴン⾞（ラッピング等込）
初期費⽤ 500万

保険料 10万
委託費
⼈件費・諸経費他 670万 週２⽇稼働

運営費⽤ 680万
３年間の費⽤ 2540万 （事業期間３年間）（１年当たり847万）

財源 定住⾃⽴圏交付⾦ 2540万

効果
⽬標

効果（⽬標） 経済効果
年間移住者増

およそ３億円（事業期間３年）年間宿泊観光者増
年間売上増

知名度アップ、販路拡⼤、雇⽤創出、地域活性化

 

 
【図１０：モバイル型アンテナショップに係る支出・ 

財源・効果（目標）】 
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次に、事業効果について検討した。仮に移住者が年間４名増え、宿泊観光者が３％増えたとする

と、３年間でおよそ３億円の経済効果が期待できる*。加えて、 上地域の知名度アップにより、販路

拡大とそれによる雇用創出効果、都市部との交流拡大など今後の地域発展につながる効果も期待

できる。 

*定住人口１人あたり年間消費額は１２１万円なので、4 名×2 年間×1,210 千円=9,680 千円。 

山形県観光客数調査により、山形県全体への観光客数は4017万人、のべ宿泊者数は543

万人（１泊につき 2 日分計上されているので、2 で除す。）、山形県外国人のべ宿泊客数は

4 万人、 上地域への観光客数は 260 万人、観光消費単価は県外への宿泊が 27 千円で

あるから、事業効果は 2,600 千人×0.03×（（5,430 千人-40 千人）/40,170 千人）/2×27 千

円×2 年=282,583 千円。合わせて 292,262 千円。 

 

４ まとめ 

 

上地域には大企業がほとんどないため、個々の企業や事業者が独自に PR を行っていくことは

難しい。そこで、 上地域として全体の知名度を高めることにより、 上地域の企業や事業者全体に

メリットがあるだけでなく、観光先や移住先としての PR 効果も期待できる。 

私たちの提案は、あくまできっかけを提供する手法に留まる。具体的にどのようにして資源を掘り

出していくか、どの商品を扱うか、どのように都市部のお客様の声を反映させるのか、観光客を呼び

込んだ後どうするのかなど、まだまだ検討しなければならない事項は多い。しかし、そもそも知名度が

なければ見向きもされず、存在していないも同然である。知ってもらったことで、ようやく他地域と同じ

土俵に立つことができる。 

今回、研究を進めていく中で、改めて 上地域の資源（魅力）に気づかされた。継続して 上地

域の産品や情報を他地域の人の目に触れ、少しでも関心を持ってもらうよう地道に活動していき、そ

こで改めて自分たちの独自性に気づき、磨き上げていくという循環ができれば、この地域は活性化し

ていくだろう。 

㈱ビックメイツや㈱とまとプラスにはお忙しい中貴重な時間を割いていただき、お話をうかがうこと

ができた。この場を借りて御礼を申し上げたい。 
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