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おわりに
はじまりに

「とまチョップ」
苫小牧市子ども会議で名付けられたご
当地キャラクター。
名前の由来は「とまこまい」の「とま」
、
ハクチョウの「チョ」、ハナショウブ
の「ョ」
、ホッキ貝の「ッ」
、ハスカッ
プの「ップ」の組み合わせである。

～苫小牧市について～
苫小牧市は豊富な水と木材資源に恵まれ、 製紙業が発展しました。 その後、 石炭を流通させるために、 苫小牧に
工業港の必要性が認められ 1951 年に起工しました。 1963 年には世界初の内陸掘込港湾となる苫小牧港（西港）、
1980 年には東港が開港しています。 札幌都市圏に最も近い太平洋岸の港であり、 新千歳空港にも近接している利
便性から北海道工業地域を代表する工業都市 ・ 港湾都市になりました。 なお、 苫小牧港の内航取扱貨物量は日本一
の取扱量となっています。 また、 苫小牧東部地域には世界最大級の地上タンク方式による石油備蓄施設があります。
苫小牧市はホッキ貝（ウバガイ） の漁獲量日本一を誇り、 2002 年には「市の貝」 として制定されました。 地形的に
は街は東西 39.9 km、 南北 23.6 km に渡り、 市街地は東西に広がる街です。
苫小牧市の人口は 17 万人強であり、 北海道の中では中堅都市ですが、 人口の増加はほぼ横ばいで、 中心街の空
洞化、 人口密集地の偏り、 高齢化に伴う人口減少とインフラ整備などの諸問題を抱えています。
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昨年度の活動について

平成 29 年は主に「地域と繋がる」ことをメインに活動してきました。その「つな
がり」が後に大きな輪を生むことになっていくのです。
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５ つの柱

私たち苫小牧総合経済高校のマーケティング部は学校で学んだ知識を実際に体験し、それをさらに

深め、検証していくような活動を心がけています。最近はようやく、商業の「学び」と苫小牧市の「街
づくり」を繋げて考えられるようになってきました。
私が高校に入学した当時は、主に「商品開発」などを通して、特定の企業や団体と活動し、その広
報が主な活動範囲となっていました。
しかし、私たちは新たな「ひろがり」と、継続性をもち、さらに深い研究をしていきたいと考え、
この苫小牧市が持っている「まちのパワー」を新しい角度から掘り起こす活動へと方向転換を試みま
した。そこには大きな「テーマ」が必要でした。そのテーマとは「街の活性化」です。それを成し遂
げるため、以下、５つの柱を立てました。

②「つながり・ひろがりマーケティング【人間】（産学官連携）」
③「新しいモノ・コト【クリエイティビティ】【価値】の提案（需要の創造）」

継続

①「まちを知ること（まちの資源【オリジナル】
【現実】発掘）」

④「活動に継続性があること【継続性マーケティング】」
⑤「共感力【欲求】の追求」 ※（「苫小牧やきそば」の章で述べます）
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街 を知ること

※青字はピータードラッカーの「真のマーケティング」より
※赤字は本校マーケティング部の活動方針より

「まちを知ること」に関してですが、私たちが学習している「簿記」で考えると「資産」の部分にあ
たります。この「苫小牧市の資産」は有形と無形の資産に分けることができます。有形の資産とは苫
小牧市の名特産物や各商業施設等であり、無形の資産とは歴史や人々の営みです。しかし、もちろん「負
債」の部分からも目を背けてはいけません。中心街の空洞化や発展地域の偏り、高齢化、文化的な施
設が少ないなど、他の市町村と同様の様々な問題を抱えています。しかし、その中で「利益」を生み
出すためには、今ある「資産」をいかに生かすことができるのかが重要だと考えます。
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つ ながり・ひろがりマーケティング

これは産学官連携のことなのですが、産学官連携というととても堅苦しい言葉になります。ですので、

私たちの造語ですが、産学官連携のことを「つながり・ひろがりマーケティング」と言わせていただ

きます。私たちは、「自分たちのような高校生が地域貢献できる場所を積極的に作ること」がその後の
大きな「つながり」に結び付くと考えて活動してきました。最初は小さな取り組みでしたが、様々な方々
とつながり、「自分たちが活動できるフィールド」がどんどん広がっていくイメージを持てるようにな
りました。「つながり・ひろがりマーケティング」というのは「…でなければならない」や「…である
べきだ」という固定概念を持たなくてもよくなる「可能性の秘めた言葉」だと思います。

04

新 しいモノ・コトの提案

「新しいモノ・コトの提案」とは、上記の 2 つに繋がっているもの、または延長線上にあるものだと

感じています。それは、ただ単に「目新しいもの」というだけではなく、将来的には「地域に根ざし
ていかなければならない」からです。どのような商品やサービスも「やりっぱなし」にするのではなく、
01
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次に生かせる「モノ・コト」を見つけ出さなければ、その芽を摘んでしまうことになります。

そこには、地域という資産を見つめ、それらをどう繋げていくのか、そして、そこからどの場所で

どのような芽を出す種をまき、どう育てていくのかを考えることこそが、新しい価値を創造するきっ
かけになると思いました。
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具 体的な活動内容

●料理教室開催（平成 29 年 2 月）
この料理教室は平成 28 年度から、中心部の空洞化の対策、そして、
中心部からの文化的発信や商業の勉強の一環として企画したものです。
この活動では駅前のキッチンスタジオをお借りし、味の大王の中江様、
とんかつの喜多蔵の菅原様、料理研究家の足立様、カフェ・ダンディラ
イオンの西村様ら、市内で人気店の方や有名な料理研究家の方々を講師
に迎え、開催してきました。この活動は私たちにとって「まちを知る」良いきっかけであり、部活動の
ライフワークとして、代々引き継いでいくべき活動であると感じています。それは、「企画→交渉→運
営→振り返り」が比較的短い期間で実施でき、開催に要する費用の負担も大きくなく、さらに、私たち
が学んでいる商業の深い部分を体験することができると考えているからです。

●ハッピーハロウィンフェスタ（平成 29 年９月）
苫小牧青年会議所様と「まちづくりの勉強会」を定期的に実施してきました。その中で「まちを知り、

まちを興（おこ）す」を目的として話し合いを進めてきました。私たちは、苫小牧市の市民議会に参加し、
市長に中心街の賑わいの創出のため「ハロウィンイベント」の実施を提案させていただきました。

「ハロウィン」というイベント自体が日本に定着してきていることや、
秋口にイベントが閑散期にはいることが提案の理由です。実施の要請
を受け、MEGA ドン・キホーテ様やココトマ様などの駅前の商業施設

と協力し合い、苫小牧駅の装飾、およびイベントを開催しました。し
かし、苫小牧駅の構内はとても長く、また、装飾範囲も広かったこと
から、制作・飾り付けは部員全員で２か月間を要しました。当日のイ
ベントでは仮装コンテストや仮装パレードなど多くの方々が参加して

くださり、大きな「賑わい」を作ることができました。多くの方が、
苫小牧駅の構内にこれほどの人たちが集まることはない（パレード参

加者約 800 名）とおっしゃってくれました。この活動は平成２８年度

より始め、昨年度で２年目を迎えました。昨年度から積極的に再利用
できるものを中心に装飾物を作成していますが、できるだけクオリティ

を上げつつも、作業量の軽減を目指し、できる範囲の中で続けていき
たいと考えています。この活動を通じ、私たちは柱の２つ目にある「つ

ながり・ひろがりマーケティング」が体験できました。このような活動はファッション的に終わらせる
のではなく、できるだけ長く・計画的に進めていくものだと感じます。もちろん、続けるためには「資金・

人材」が必要不可欠です。しかし、人の動きのないところには「資金・人材」は集まらないと思います。
これからも、様々な方々の協力を得て、計画的に「新しいつながりとひろがり」の機会を探し続ける努
力をし、街のホットスポットを絶やさないようにしていきたいです。

●デコレーションバス（平成 29 年 7 月および 12 月）
苫小牧市街づくり推進課様と道南バス様から「デコレーションバス」の企画を持ち掛けていただき

ました。これは私たちが普段使用しているバスの内部を装飾する企画です。この企画を快く引き受け

た理由として、料理教室の企画からまちづくりの勉強会、そしてハロウィンイベントの企画をとおし、
02
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「Plan → Do → See」というマーケティングの基本活動や「ホスピタリティ」を体感できることの面白さ
や、やりがいを感じられていたからです。

現在のバスを取り囲む状況は決して穏やかではありません。そこには、自家用車の普及や郊外型商業

施設の大型化に伴う駐車場の充実、高齢化など、世の中の変化が要因として多く含まれています。機材

（バス）の確保や見直し、また、新しいシステムの充実（GPS）など、
お金をかければ解決できます。そして、そのような問題点を知る上で
も、形のないアイディアやサービスを通し、自分たちの街の問題とし

て捉えることができると感じました。昨年の七夕に合わせ「総経たな
ばた号」と名付け、苫小牧中心部を走る循環バスの車内を装飾させて

いただきました。装飾自体はハロウィンのように大がかりではありま

せんが、安全面や防湿対策、そして入り組んだ車内での装飾の工夫と
いう面では大変でした。また、駅の構内のように見ていただく方が通
過型ではなく、滞在型ですので装飾自体のディティールにもこだわる

必要がありました。製作は約１カ月半、取り付け作業は半日かかりま
したが、初運行日には各新聞社の取材や市長にも乗っていただきまし

た。実際にお客様にも聞き取り調査をし、とても満足いただけたよう
で安心しました。

この活動をきっかけに第二弾として「総経メリークリスバス」を企

画しました。「総経メリークリスバス」は私たちからの「新しいモノ・コトの提案」で実現することが

できました。装飾自体は各行事の合間に仕上げていきましたが、以前にハロウィンで知り合った内城電
気様に天井の LED を依頼しました。その効果もあり、私たちの「総経メリークリスバス」はとても魅

力的な「デコレーションバス」となりました。特に日が落ちてからは街を歩く人が振り返ってくださり、

このバスに乗る目的で乗車された方々も多かったと聞き、
「新しいモノ・コトの提案」により「需要を創造」
することができたと感じました。また、バスの運転手の方々も「自分が運行したい」と申し出てくれた

ようです。これらの事実がたくさんあり、「数字だけでは表すことができない効果」を生む活動もある
のだと感じることができました。

06

新 しい活動に向けて

私たちはひと月の休みが 2 ～ 3 日と大変忙しい日々を送っていましたが、どの活動にもやりがいを感

じていました。それは自分たちの活動が単年度の活動ではないためだと思います。私たちの活動が人と
人との大きな「つながり」を生みます。私たちが「本当に成し遂げたかったこと」は最後の柱である「共
感力の追求」です。この「共感力」は苫小牧市民が共有できる大きな「無形資産」となるはずです。
そして、資料の 1 ページで挙げた 5 つの柱は、この新しい活動を成し遂げることで、「ひとつになる」

のではない

でしょうか。
これこそが
今回の研究
テーマであ

る「 ソ ウ ル

フード」（苫
小牧やきそ
ば）誕生ま

での活動』
となります。
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研究テーマ「ソウルフード」の創出

私たちは今までのお世話になってきた苫小牧に恩返しをするため、私たちの最大限の
チカラを地域にぶつけてみようと思いました。忙しさと充実感に拍車がかかります…。
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苫 小牧市とご当地グルメ

大手旅行情報誌によって一大旋風を巻き起こした「新・ご当地グル

メ」ですが、その後、どうなっているのでしょうか。私たちの街や近
隣の街でも展開されていたようですが、最近はあまり見聞きすること
がなくなりました。現在、それらを取り巻く状況や問題点を考える時
期に来ていると感じました。

もし、様々な問題点から、硬直している状態が続いているのであれ

ば、新しい角度からこの問題に向き合うことができるのではないで

しょうか。そして、商業高校で学んだ力を地域貢献のために発揮でき
る可能性を探すことにしました。それを後押してくれるのが今までの

活動で培ってきた柱の「つながり・ひろがりマーケティング」であり、

活動の基盤は「まちを知ること」そして、
「新しいモノ・コトの提案」となります。それが三位一体となり、
苫小牧を代表するメニュー
よいとまけ
5%

その他

今年度に入り、北海道における苫小牧市の人口は、釧路市を上回

7%

ハスカップ

り４番目に多い街となりました。しかし、苫小牧市在住の方々約
ほっきカレー

11%

40%

80 名に対し、
「苫小牧市を代表する食べ物は？」とアンケート調査（左
図参照）をしたところ、誰もが口にする商品がとても少ないという
結果でした。また、料理名である「ほっきカレー（40％）」

カレーラーメン
11%

や「カレーラーメン（11％）」はどちらかといえば、
「外
ホッキ
26%

02

最終的には「共感力の追求」に繋がると考えます。（上図参照）

食（おもてなし）が前提」の料理であり、苫小牧市民
が普段から食べている料理とは言えないでしょう。

ソ ウルフードの創出

上記の結果から、私たちが目指すものは、あくまでも「ソウルフードを創り出す」ことだと確信しまし

た。「食べ物」は郷土性を高く醸し出すことができますし、直接体に入れるものですので共感力がとても
高まるジャンルだと思います。

「ご当地グルメ」を展開している地域はたくさんあります。なぜ、民間企業・団体がこれほど必死で頑張っ

ているのか、それが地域のビジネスにどう関わっているのかを解き明かすには自分たちで実行することが
一番の学習になり、もし成果を得られた場合、地域の経済に大きく貢献できます。また、現在はデジタル

化が進み、価値観が細かくなっています。さらには、人と人とのコミュニケーション能力が下がっており、
お互いへの気遣い、人付き合いを望む気持ちが高まっていると思います。自分とは違う相手への理解が薄
れてきた今こそ、「ソウルフードの創出」は魅力的なテーマだと思いました。

03

ブ ルーオーシャン市場

「ブルーオーシャン」と「レッドオーシャン」は最近のビジネスではよく使われるようになった言葉だ

そうです。しかし、私たちが取り組もうとしている活動はどちらに属するのでしょうか。

一般的にソウルフードは、長い年月をかけ、継続的に育てられたメニューです。しかし、計画的にソ

ウルフードの定着を目標とし、そこから根付かせることは可能なのでしょうか。もし、そのような試み

が「今までにない取り組み」であれば、この活動は「ブルーオーシャン市場」（未開拓な市場空間）とい

うことができます。そう考えると「ブルーオーシャン戦略」がこの活動を支えてくれるのかもしれません。
04

TOMAKOMAI YAKISOBA
Chapter：□ 1 ｜ □２｜ □３｜ □４｜ □５｜ □６｜ □７｜ □ 8 ｜ □９｜ □ 10 ｜

chapter

3 「焼きそば」の可能性

いよいよ「ソウルフード」を広める準備です。「どう進むことがよいのか」を探りなが
らの作業です。とても大変でしたが、新しいことに挑戦するコトはホントに楽しいです。

01

プ ロジェクトのコンセプト

「ソウルフード」運営モデル

地域全体でこのプロジェクトを成功させるには様々な企業・

団体に後押しを依頼しなくてはならないと思いました。そこ
で私たちは今回のプロジェクトのコンセプトを右図のように
想定しました。目的は「ソウルフード」ですので地域の様々
な方が同じ気持ちを共有しなければならないと考えました。

そう考えると、「苫小牧市全体」で取り組んでいかなければ

成し遂げられないことですので、このプロジェクトの意味を

理解していただくことに多くの時間をかけなくてはならないと思います。そのためには、これらの活
動の後ろ盾となる最初の一歩がとても重要だと感じました。このプロジェクトの「入り口」をどうす
るのか。色々な意見が出ましたが、この活動を象徴するようなメニュー（ジャンル）の開発から初め
てみることにしました。

02

開 発コンセプト（「焼きそば」の可能性）

私たちは近隣市町村のご当地グルメを調査すると同時に、新しく魅力的な商品を作り出すことにし

ました。ただ単に「新しい」というだけではなく、次の５つの柱を軸に考えることにしました。
①苫小牧市（東胆振含む）の食材が使えること。
②幅広い飲食店で扱えること。

③家庭での調理が容易で飽きのこないもの。

④販売価格と品質のバランスがとりやすいもの。
⑤味の想像ができやすいもの。

私たちは上記の条件に適うものとして、最終的に「焼きそば」というジャンルで進めていこうと考

えました。理由としては、苫小牧産の野菜や海産物を多く使用できること、また、様々なアレンジが
可能で、家庭でも比較的手軽に調理できることも大きな選択の理由となりました。

焼きそばを普及させる第一弾として、「味噌ホルモンあんかけ焼きそば」というメニューを提案する

こととしました。味噌ラーメンの文化は北海道に根付いていますが、焼きそばやあんかけ焼きそばは
なぜか、塩・醤油ベースが主流です。そこで、ラーメンで研究されてきた「みそ」を焼きそばに使用
できないかと考えました。また、苫小牧市の野菜や魚介を幅広く使用でき、しかも、バターなどと合

わせると北海道名物「ちゃんちゃん焼き」にも通じる部分があります。肉類もいろいろと考えましたが、
ホルモンは味噌との相性がよい点、そして、食感にもアクセントがつくと考え、今回の食材としました。

03

商 品開発に向けて（ひろがり・つながりマーケティングの成果）

昨年度の 7 月に苫小牧市商工会議所様から、市内飲食店が苫小牧市の食材を使用し新しいメニュー

を紹介するイベント「地産地食フェア・イン・とまこまい」への出品依頼を受けていました。

このイベントを活動の皮切りにしようと考え、昨年の 9 月下旬、料理教室の際にお世話になった、

カレーラーメンの名店「味の大王」店長の中江様に商品開発の指導を依頼しました。中江様には快く

引き受けていただきました。同時に、その瞬間、私たちが大切にしてきた、「ひろがり・つながりマー
ケティング」が「つながり」を与えてくれたことにとても感謝し、誇らしい気持ちになりました。
後日、味の大王総本店へ出向き、開発のための「修行」をさせていただくことになりました。
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04

開 発開始

●修行１日目（１０月８日）
私たちは自らのコンセプトを説明し、いろいろなアドバイスをいた

だきながら試作する商品を絞り込んでいきました。その中で、今後、
どのようにすれば、「ソウルフード」として広まっていくのかを話し

合いました。また、今後の「心構え」「ネーミング」「全国の焼きそば

のトレンド」等も教えていただきました。中江様はたたき上げの職人

です。「しっかりとしたビジョンをもち、自分たちで基本は完成させること」との指導をしていただき、
身の引き締まる思いでした。

●修行 2 日目（１０月１０日）
修行 2 日目は「実際に香辛料や食材を見て判断するべき」というこ

とで、中江様と市内のスーパーで待ち合わせ、食材選びをしました。
中江様に様々な説明をしていただきましたが、素人の私たちには「食
材を決める」ということはとても難しいものでした。

食材を購入し、店舗の厨房を借り、試作を始めました。試作中は「ホ

ルモンは臭みをとって！」「野菜は同じ大きさに切って！」など叱咤激励されながらの作業でした。開
発自体は、みそ焼きそばにはなかなか馴染まず、理想の味付けには程遠いものでした。

●修行３日目（１０月１２日）
合わせ味噌や豚骨スープの割合を変えながら、味が安定してきました。しかし、どうしても「あんかけ」

の部分でオペレーションが増え、作業が煩雑になってしまいます。今後の販売活動を考えた場合、でき

るだけ身軽な機材で調理できるよう、今回は「あんかけ」の部分を取り除き、「みそホルモン焼きそば」
で提供することに変更しました。

●修行 4 日目（１０月１４日）
修行も終盤に差し掛かり、味のベースがほぼ完成しました。実際の販売では色々なシチュエーション

に対応しなくてはならないため、今後は最終的な「具材」と「オペレーション」の確認作業になります。
今更ですが、料理をするプロの方々は常に「オペレーション」のことを気にする事実に気づきました。

オペレーションを深く考えることは利益の追求だけではなく、楽しみに待っていただくお客様に対して
の「ホスピタリティ」のあらわれであることだと気づかされました。
焼きそばソース
具
材
オペレーション

とんこつベース＋赤味噌・白味噌（5：5）＋ 各調味料（醤油・酒・砂糖・ラー油等）
ホルモン・白菜・もやし・きのこ・人参・ピーマン・玉ねぎ・メンマ・ほっき節・紅しょうが
麺と野菜は別々に焼く。なお、麺も野菜も同じタレを使用する。麺はバターで軽く炒めたあと、ペースト
状にしたタレを一度で焼ける麺量に合わせて絡め、焼き目がついたら麺の上に焼き野菜をのせ、完成させ
る。

※当初のレシピです

●修行５日目（１０月１５日）
修行５日目の作業は、主にコンセプトの確定とオペレーションの最終確認です。ここまでたどり着く

のには多くの時間を費やしました。しかし、時間をかけて開発してきた分、現時点では満足のいくメ

ニューに仕上がりました。以下は中江店長と私たちで決定した「みそホルモン焼きそば」の基本コンセ
プトです。中江店長にこの焼きそ

ばの完成度を伺うと、
「90 点以上！」
との高評価をいただきました。

長い間修行させていただいたこ

とに感謝し、今後は自分たちで仕上
げていくことに決めました。
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「焼きそば普及計画」発足

苫小牧市のソウルフードを「焼きそば」にするべく、様々な観点から可能性を考えま
した。長い活動に備える覚悟と、今後、必要な知識と今からできる準備を始めました。

01

焼 きそば普及計画

スタートメニューである「苫小牧みそホルモン焼きそば」

の大枠は完成しました。私たちの本当の目的は苫小牧市に「焼
きそば」という文化を広め、苫小牧市を食と観光の面で活性
化することです。そのために「ソウルフード」としての定着
を目指すことにしましたが、「ソウルフード」とは「小さい

ころから食べられているメニュー」です。それは市内飲食店
はもちろん「家庭でも頻繁に食卓にあがる料理」を目指すこ

とになります。本資料 5 ページのコンセプトをもう少し改良・

改善し、計画の細部をシミュレーションすることにしました。

この活動はあくまでも「市民ファースト」で考えていかなければならないと思いました。

ポイント！

02

継 続的マーケティングの重要性

本校マーケティング部は創部 12 年目を迎えます。昨年度からの活動を振り返ってみると、
「つながり・

ひろがりマーケティング」を推し進めている中、「つながり」にも「ひろがり」にも、「継続している」
ことによって得られるものばかりでした。

私たちは、次の疑問に向き合ってみました。

①今までの「商品開発」は開発していただいた企業様に任せきりになっていたのではないだろうか。
②「期間限定」という枠の中で、ぬるま湯に浸かった一過性の「ビジネス提案・体験」はサービスを
受けていただいている方に対し、大変無責任なことではないだろうか。

これらの反省から、本来のビジネスでは「活動に継続性があること」がとても大切なことではないか

と改めて気が付きました。

私たちはこの地域で見守っていただいている市民・企業の方々に対し、「責

任をもつ」ことを決めました。「私たちの責任」＝「継続」と決まってしまえば、
非常にスッキリとした気持ちで活動ができると感じました。私たち 3 年生は、

後輩たちに対し、部活動のミーティングにおいて、今後の展開の話をしました。

「もし、仮に参加していただく企業・団体が多くなってきた場合、単年度では

終わらない活動になる可能性が高い」と告げました。後輩たちには後輩たちのやりたいことがあるはず
です。しかし、後輩たちは快く承諾してくれ、「今後も引き継いでいきます」と心強い言葉をかけてく
れました。この時点で１ページにある「５つの柱」がひとつになった気がしました。

マーケティング部の活動＝信頼関係＝継続すること＝継続できるような活動を心がける

03

計 画実施にむけて

苫小牧市を焼きそばで盛り上げようというこの企画は、少なくとも２年以上の歳月をかけ、推し進め

ていく必要を感じました。それと同時に、明確な運営方法、また、「どのような方々がどのような方法

でこのような企画を推し進めているのか」を検証しなければなりませんでした。その中で様々な問題点

を洗い出していくことで、今後、協力していただける方や地域に Win‐Win な提案をしていけるはずです。

各市町村への聞き取り調査は第 6 章に載せます。果たして、この活動に最終地点はあるのでしょうか。
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活動報告

Part 1

私たちは今回の活動で、催事での販売依頼は 7 回、セミナーの発表依頼は 3 回ほどいただきました。

商品開発や聞き取り調査、また営業活動から一斉販売などと同時進行で活動していた場合が多く、本資

料の見やすさを考え、それら以外の活動に関しては、このような「活動報告」のページで報告いたします。

●地産地食フェア（グランドホテルニュー王子）

お披露

目

広報活

動

平成 29 年 10 月 25 日苫小牧グランドホテルニュー王子で東胆振の食材を使用

し、地産地食をＰＲするイベント「第 11 回東胆振地産地食フェア・イン・とま
こまい」が開催され、本校のブースではもちろん「みそホ
ルモン焼きそば」を出品させていただきました。

苫小牧に焼きそばを根付かせるための「みそホルモン焼

きそば」が初めて市民の方々にお披露目される機会でした
ので、とても緊張しました。

このイベントは東胆振の新鮮な食材を使用し、地元の料

理人たちが腕をふるい和食・洋食・中華・スイーツなど多

彩なメニューが勢ぞろいするイベントです。どの企業からも東胆振の豊かな食材
から生まれる数々の創作料理をご堪能いただけ、地元食材の素晴らしさ、美味し

さがＰＲできていました。来場者は定額で食べ放題となっており、会場は熱気であふれ返っていました。
このように地域を活性化させるために様々な活動をしている参加企業の方々から学生の私たちにいろい
ろなアドバイスをしていただき、様々な面で大変勉強になりました。

私たちは約 100 食分の「みそホルモン焼きそば」を用意させていただきました。味に関しては高評

価を受けましたが、オペレーションの詰めが甘く、まだまだ安定的な供給を心がける必要がありました。

●保健所への申請（苫小牧市保健所） 申請
苫小牧スケートまつりに出店するため、自分たちで「臨時営業の許可申請」を

行わなければなりません。学校祭では度々書いていたのですが、それはあくまで
も「バザー（営業にあたらない食品提供）」での簡易的な手続きでした。初めて

の経験であり、書類も煩雑でしたが、保健所の方がやさしく教えてくれました。
他の飲食店と肩を並べて販売するため、詳細を細かく記入しなければなりません

し、届け出には申請料（￥2,200）も発生します。すべて自分たちの手で企画運営すると決めていました
ので、「いよいよ始まるな」という期待感が高まりました。

●「苫小牧スケートまつり」への出店（中央公園）

販売活

動

広報活

動

「苫小牧スケートまつり」は昨年で第 52 回を迎える苫小牧市の冬を代表する

「しばれ焼き（ジンギスカン）」が名物の催事です。平成

30 年 2 月 3 日に 2 日間日程で実施されました。しかし、
2 日目は私たちの検定試験日ということもあり、初日の
みの販売となりました。

万が一に備え、100 食分の食材を用意していましたが、

当日の販売目標は 80 食でした。この催事は「しばれ焼

き（かねひろジンギスカン）」がお祭りのメインですので、
飲食はそれほど販売数が増えないと考えたからです。し

かし、朝 10 時の販売開始からお客様が途切れることがなく、約 3 時間ほどで用

意していた 80 食を超え、予備を含めて 100 食を完売することができました。
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当日は多くの店舗で「焼きそば」を提供していました。売り切ることはできましたが、POP 広告

を含め、広報活動に力を入れ、市内外のお客様から「指名買い」をしていただけるよう、通常の「ソー
ス焼きそば」との差別化を図る必要を感じました。前回の「お披露目」ではなく、お客様への初の通
常販売でしたので、オペレーションを含め、多くの学びが得られた物販となりました。今後はイベン
トの都度、以下の項目を確認・準備しながら当日を迎えることとなります。

①イベント申請書の作成 ②保健所への申請 ③テントの設置計画 ④テント内の配置・設備計画
⑤オペレーションの確認 ⑥食材・機材の調達計画 ⑦包材の調達計画 ⑧仕込計画 ⑨保管計画
⑩物品移動計画 ⑪安全確認（火器類） ⑫衛生確認 ⑬各関係者との連絡調整 ⑭原価計算
⑮販促物の作成 ⑯釣銭の準備 ⑰会場の撤収および清掃計画 ⑱調理機材の洗浄計画 etc…

●校内アンケート調査

調査

今までは仮称として「みそホルモン焼きそば」という商品名で販売していま

した。しかし、より多くの意見を聞き取る必要があると考え、本校生徒（470 名）
を対象とし、商品名の募集をしました。結果、
「そのままが一番良い」という解
答が圧倒的に多く、また、コメント欄にも「わかりやすい」
「味の想像がつきや
すい」という意見が多く、名称を「みそホルモン焼きそば」としました。

現在、多くのご当地グルメが様々な商品名で展開していますが、このことが一番の決定要因となり

ました。
「味噌」と「焼きそば」の部分はあえて「ひらがな」とし、
やわらかな雰囲気を大切にしました。
私たちが企画した「みそホルモンやきそば」は苫小牧市を代表するメニューとなってほしいという

願いを込め、
「苫小牧みそホルモンやきそば」としました。

「焼きそば普及計画」 スタートメニューの命名 ➡ 「苫小牧みそホルモンやきそば」
●まちづくりフォーラムでの講演（駅前複合施設：ココトマラウンジ） 広報活動
平成 30 年 3 月 22 日に
「まちなかの宝物をみんなで育もう」

という題材で開かれた「まちづくりフォーラム」へパネラー
としての依頼を受けました。依頼内容は平成 28 年度から続
けてきた活動と、今に至るまでの経緯、そして自分たちが
求める活動意義の発表です。

登壇者として、パネラーとして NPO 法人サッポロ・ミツバチ

プロジェクト 理事長の酒井様と私たちマーケティング部部長・

副部長、そしてコーディネーターとして、札幌駅前通まちづくり株式会社代表取

締役社長 白鳥様が招かれました。今後、様々なフォーラムの依頼をいただくことになりますが、こ

のフォーラムは私たちにとって、とても勉強になる経験でした。
酒井様にはサッポロ・ミツバチ・プロジェクトの活動を通じ、

地域固有の蜜蜂を活用した新たなブランドづくりや様々な世代や
個性を持った「人とのつながり」が創り出すコミュニティの価値
を紹介していただきました。その活動内容を聞き、私たちは自分
たちが今まで継続して活動してきた「意義」と「価値」に重なり
合う感じを受けました。パネルディスカッションの終盤、酒井様

が白鳥様から「この街の宝物は？」と問われた際、
「地元の高校生が地域のため、こんなにも活動し
ていることである」とおっしゃってくださいました。

このディスカッションを通じて「同じ志の方が他の地域でもたくさんいる」と感じられ、とても勇

気づけられる気持ちにもなれました。そして、このフォーラムの後、各地の「ご当地グルメ」を立ち
上げた方々の話を伺っていくことになります。そこでも、私たちは、同じ志で活動されている方々が
様々な地域で活躍されている事実に驚かされることになりました。
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5

聞き取り調査

苫小牧市を含め、苫小牧市近郊の市町村でも「ご当地グルメ」を興そうとしている団体があり
ます。そこに関わっている「私たちの先輩」に、
活動にあたってのアドバイスをいただきました。

01

苫 小牧市（苫小牧ホッキ炙りめし）

今年 1 月、立ち上げに関わっておられた、商工会議所の中村様にお話をお伺いしました。
平成 23 年７月、大手旅行情報誌の「新・ご当地グルメ」として企画・発売されました。

ご当地食材『ほっき貝』を使用し、苫小牧をＰＲしようと創られました。市内にはホッ
キ貝を使った料理を出してるお店が多く、この企画では、“生” “炙り” “焼き” の三種類

の食べ方でホッキ貝を楽しめるコンセプトでした。お客様に提供するルールは、どのお

店でも同じ品質で提供できるよう 16 カ条にもわたります。
参加店舗は５店。価格は￥1,650 で統一されました。

売上げの低迷に加え、第二弾の「ホッキやきそば」（下記

参照）の立ち上げのため提供が終了されました。その他の理由としては、こ
の「苫小牧ホッキ炙りめし」は火を使った料理のため、イベントに参加で

きないということや、ホッキ貝を生のまま提供するため、約 2 ヶ月半（4 月

下旬～ 6 月末）提供を断念せざるをえない状況も販売中止になった原因ということでした。
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苫 小牧市（苫小牧ホッキやきそば）

「苫小牧ホッキやきそば」を提供しているカフェダイニング「アンジェラ」のオーナー

である三浦様にお話をお伺いしました。この「ホッキやきそば」は「ホッキ炙りめし」

に続き、苫小牧市の新・ご当地グルメ第二弾として、平成 27 年 3 月に発売されました。

「ホッキ炙りめし」と同様、大手旅行情報誌とのコラボレー
ションにより、日本一の水揚げを誇る苫小牧の高級ホッキ
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登別駅周辺
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ぞれ盛るスタイルで、￥980 で販売しています。現在は同店の系列店
3 店舗での提供となっています。
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さらに、提供ルールの多さから途中で脱退する飲食店が多かったということでした。
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36
登別商工
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は、ベーグルに挟んだ料理です。平成 19 年 7 月に販売が開始され、今年
7 月現在、白老町内の 11 店舗
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（最大時は 16 店舗）で販売されています。
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⓫
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平成27年４月16日から登別市内22店舗で
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す。また、他食材なども白老町内で仕入れているため、白老町内での食材調達となっています。
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3 月 29 日、パンフレットやホームページの制作、バーガー紙・のぼりなどの購入を行っている白老バー
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提供が開始された「登別閻魔やきそば」。
新聞、雑誌、テレビ、ラジオで数多く

取り上げられ、おかげさまで提供後１年を
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ガー＆ベーグル研究会の観光協会事務局長、山崎様にお話を伺いました。

白老バーガー＆ベーグルを立ち上げたきっかけは、「白老の特産物をバーガーに挟むことに

よって、その特産物の試食にもなる」という思いからでした。基本的なルールは「おいしけ

ればよい」と自由度が高ものでしたが、売り上げの割に手間がかかるということで参加を中止してしま
う店舗もあったようです。

販売価格に縛りはなく、各店舗仕入先も違うという観点から、店舗で自

由に価格設定をしているということです。また、広告や新作の提供など、

何もしないと売り上げは右肩下がりになるようで、年会費をいただいたり、
1 年に一度は新作を出そうと試みているそうです。

白老バーガー＆ベーグルは登別市から助成金を一切いただいていません。

その理由は、助成金をもらうことで、枠に縛られてしまう可能性があり、活動に制限がか
かることから、失敗している例が多いそうです。店舗同士はアットホームな雰囲気の運営
だそうです。

問題点としては、連絡もなくメニューや原材料を変えてしまう店舗もあり、その対応に

苦慮していることや、店舗数の伸び悩みや定期的な広告費の捻出とのことでした。

04

山崎様

登 別市（登別閻魔やきそば）

「登別閻魔やきそば」の名前の由来は登別の観光名所である地獄谷から「閻魔」を用い、「インパク
トは大きさ」
「温泉を連想させる」
「（閻魔）の読みが難しく、そういう面からもお客様と会話ができる」
との様々な理由より命名されました。また、「地獄谷」のイメージよりピリ辛風味となっています。
提供飲食店が「登別閻魔やきそば」を名乗るには、麺は北海道産小麦を使用する、具材に登別また

は登別近郊の食材を 1 品以上使用する、ソースは指定のゴマ風味のピリ辛タレを使用する、という３
つの基準を満たせば、それ以外のアレンジは自由となっており、7 月末現在、33 店舗で提供されてい
ます。

4 月 5 日、「登別閻魔やきそば」を推進する登別ブランド推進委員会の皆

様よりお話を伺うことができました。まず、プロジェクトの発足経緯です。
登別市は温泉を目的に来られる観光客が多く、温泉街は賑わっていますが、
市内の飲食店にはなかなか足を運んでくれない現状を変えたいという思い
からだということです。また、温泉帰りの観光客が昼食を食べられる場所
を認知していただく必要を感じていたことも発足の経緯だと
B

C
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普段は優しいお地蔵様が閻魔大王に変わるときは、
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⓮ 登別店
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ニクス

ピリ辛でも胡麻のコクが残るやきそばを食べるという。
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待たずに40,000食を突破。
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年会費はいただいていますが、加盟する店舗も入りやす
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※この事業は公益財団法人北海道市町村振興協会
（サマージャンボ宝くじの収益金）の助成を受けて実施しています。

発行日：H28.2

Local Cuisine "Noboribetsu Emma Fried Noodles"
当地美食 登别阎魔炒面
當地美食 登別閻魔炒麵
향토음식 노보리베쓰 염라 야키소바

るそうです。また近年は、団体バスのツアー
にも組み込まれ、市内の学校給食でも提供す
るなど、精力的に活動している印象を受けま
した。
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千 歳市（アキヒメ温玉ライス）

「アキヒメ温玉ライス」は、千歳の特産品で名物料理を作りたい、という想

いから産まれました。ヒメマス料理はすでに支笏湖の名物として知られてい
ますが、とても美味しいと同時に高価でもありました。そこで、今までお客
様の口に入ることのなかった、秋の産卵を終えたヒメマスの親魚・アキヒメ
でフレークを作るという方向に辿り着きました。

ヒメマスは支笏湖を代表する名産品で、アキヒメはいわゆる “ほっちゃれ”

と呼ばれ、ほとんどが廃棄処分されていました。各温泉旅館ではこれまで、燻製にしてみたり、干し
てみたりと試行錯誤を重ねてなんとか有効活用できないかと努力されたのだそうです。当初はアキヒ
メ特有のにおいやクセが障害となりましたが、努力の末、誕生したのがアキヒメのフレークです。
4 月 6 日、「アキヒメ温玉ライス」のお話を伺うため、支笏湖休暇村 営

業係長である駒木様にお話を伺いました。この企画は大手旅行情報誌から
持ち掛けられた新・ご当地グルメだそうです。平成 22 年 4 月に当時は支

笏湖温泉商店街エリア限定のグルメとして誕生しました。千歳市からも約

270 万円の補助金（大手旅行情報誌社に広告費として支払い）が出た企画で、
最大時では 8 ヵ所の宿泊施設等で販売されていましたが、現在は実質的な
販売は休止しているということでした。この「アキヒメ温玉ライス」が販

売を休止した理由は、専用のランチョンマットの提供など、ルールが複雑で数が多かった

（10 カ条）ことが一番の原因ではないかとのことでした。また、主にホテル等の施設で販

売していましたが、支笏湖は高級旅館が多く、￥945（税込）という販売価格が低価格で「場
にそぐわなかったのではないか」との分析をされていました。また、卵の賞味期限が短い
こと、温泉卵をつくる際の手間なども、その原因であることがわかりました。
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駒木様

千 歳市（千歳バーガー）

千歳バーガーは、北海道で 1 番の鶏卵生産量を誇る千歳の卵の PR と、地産地消による地域貢献を

目指し、平成 26 年に誕生したご当地グルメです。千歳市内の飲食店が各店オリジナルの千歳バーガー
の開発を行い、平成 30 年度は 27 店舗で販売しています。千歳バーガーの認定条件は「千歳産の卵を

使うこと」。最近では、卵にプラスしてヒメマスやチーズ、小麦やそば粉など、千歳の特産食材を生か

したバーガーが増えています。正当派のハンバーガーだけではなく、ジェラートや果物を使ったものや、
意外な食材を使用したものなど、各店舗が個性豊かな「千歳バーガー」を展開しています。

5 月 15 日、千歳バーガー協議会事務局長の北村様にお話を伺うことができました。北村様は現場で

40 数年働く中で「会社として地域貢献ができないか」との強い思いで行動に移し、現在もこのプロジェ
クトを任されているとのことでした。販売価格に縛りはなく、現在は￥300 台で販売できるお店も出て
きているそうです。しかし、提供店舗のうち通常販売をしているのは 11 ～

12 店舗ほどで、他の店舗は限定販売や土・日祝日のみの販売となっています。
また、店舗側には「すぐに大きな利益は出ない」ことを理解してもらう必要
があり、さらには、仮に販売数が増えても人手が足りないなどという問題点
も出てきます。大事なことは、「商品をアピールする＝お店のアピールにも

なる」ということを理解していただくことが重要だそうです。また、協議会では２年目からは年会費
￥5,000 をいただいているとのことでした。

私たちへのアドバイスとして、「事務局が中心であり、それがきちんとしていないと店

舗がまとまれない。自分もこの仕事だけで精一杯なので、実際に高校生が事務局をして
いくことは難しいと思う。しかし、人との『つながり』を大切にして頑張ってほしい」
と温かなご指導をしていただきました。 北村様には協議会の組織図をいただくなど、
本当に勉強になったひと時でした。
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chapter

ブランド「苫小牧やきそば」にむけて

ご当地グルメを立ち上げ、運営している様々な方から貴重なお話を伺えました。では、苫小
牧市を「焼きそばの街」とする「ブランド戦略」はどのようにすればよいのでしょうか。

01

ブ ランドへの確信

私たちは聞き取り調査を終え、成功例や苦労されている例など様々な知識を得ることができました。

自分たちの「焼きそばを苫小牧のソウルフードにしたい」という考えが強まったと同時に、このプロジェ
クト成功のためには多くの方々を巻き込む力（魅力）が必要です。そこで私たちは昨年度から掲げてい
た活動の「５つの柱」をもう一度再確認することにしました。
①「まちを知ること（まちの資源【オリジナル】【現実】発掘）」
②「つながり・ひろがりマーケティング【人間】（産学官連携）」
③「新しいモノ・コト【クリエイティビティ】【価値】の提案（需要の創造）」
④「活動に継続性があること【継続性マーケティング】」
ポイント！

⑤「共感力【欲求】の追求」
聞き取りから得たもの、そして、この 5 つの柱を重ねることから、今後の活動の核にすべきことが見
えました。そして、これからの活動は、①～⑤の柱がなければ、見つけることすらできなかったでしょう。
それは 「苫小牧やきそば」 という 「ブランドの創出」 でした。この「苫小牧やきそば」はルールを極限まで
削ることで、ブランド力をさらに高め、街を知り、人と人を繋げ、新しい観点から継続的に市民が共感
できるモノ（ソウルフード）なのです。要するに新ブランド「苫小牧やきそば」とは…

市民は「専用麺」を、提供店は「ほっき節」を使用した苫小牧市民の「ソウルフード」
…であると言えます。
もちろん、その考えから、私たちの「苫小牧みそホルモンやきそば」も「苫小牧やきそば」という位
置づけとなります。次にこの 5 つの柱を次の３つのカテゴリーに分配してみましょう。そうすると「苫
小牧やきそば」のブランドイメージ、そしてアピールポイントがはっきりと浮かび上がってきます。

02

３ つカテゴリー

（１）「苫小牧やきそば」について
このカテゴリーは①「まちを知ること」と③「新
しいモノ・コトの提案」を意識しました。
まず、ブランド名をシンプルに「苫小牧やきそ
ば」とすることとし、右図の様に基本方針をまと
めました。提供店舗に関しては「ほっき節」を使
用することで「苫小牧やきそば」のブランド名を
掲げることが可能です。ルールが少ない理由は、
前章のご当地グルメの聞き取り調査より、できる
だけ縛りを少なくし、提供店舗が参入していただ
きやすくしたかったからです。ほっき節は苫小牧
市の鰹節問屋「永見商店」でしか仕入れることが
できない、苫小牧市の特産物です。ホッキ貝は価
格も高く、安定していないことから、価格が安定
しているほっき節を採用しました。
13
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（２）「賛同条件」について
このカテゴリーは⑤「共感力の追求」にあたります。市全体の共感力とするには、私たちと賛同いた

だく企業・店舗が共通の意識で「苫小牧やきそば」を盛り上げるべきと考え、以下を賛同条件としました。

（３）「営業方針」について
私たちは今後、

「苫小牧やきそ

ば」の提供や協
賛依頼をするた
めに、「営業の

ルール」を決め
ました。これは
②「つながり・
ひろがりマーケティング」と④「活動に継続性があること」を大切にしようと考えたからです。今後
の新しい「つながり」がさらなる「つながり」を生み、続いていくことができると思います。

03

活 動の分析

私たちはＨ . ワイリックが SWOT 分析を拡張し

たものとして提唱した、TOWS マトリクスで分析

をしてみることにしました。マトリクスに各項目
を入れ込み、見直してみると、利害関係がないと

いうことが、様々な項目で有利なポイントとなり
ました。また、それによる「つながり」が「ひろ
がり」を生む活動になることが証明されました。

そして、私たちの利益が「街おこし」であるこ

とが明確になることで、活動範囲が大きく広がる

（Ｓ）内部的な強み

（W）内部的な弱み

（SO）SO に 基 づ い て、 （WO）WO に基づいて、
自社の強みを生かして 弱みを補完して機会を
（Ｏ）外部的な機会 機会を拡大・維持する つかむ戦略を考える。
戦略を考える。
（ST）ST に 基 づ い て、 （WT）WT に 基 づ い て、
自社の強みを生かして 自社の弱みと脅威を最
（Ｔ）外部的な脅威 脅威に対処する戦略を 小化する戦略を考える。
考える。

可能性も見えてきました。

W-T ①の部分を克服するためにはしっ

かりとした計画を立て、企画書を作成し

なければなりません。また、様々なイベ
ントを開催したり、出店したりすること
で、活動意義をしっかり広報していく必

要があります。W-T ②の部分は今後販促
物や「やきそばマップ」などの制作も考

えているため、助言をいただきつつ慎重
に検討していかなければなりません。

この、TOWS マトリクスを作成した

ことにより、実施の可能性が見えてきた
のと同時に、次に何を考えるべきかが明
確になりました。
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（Ｓ）内部的な強み

（W）内部的な弱み

①課外活動の範囲内で最
大限の効果を生むた
易で差別化を図れる。
め、賛助団体を募る。
（Ｏ）外部的な機会
②運営委員のフットワークや
②どの団体にも属さない
参入しやすいメニュー・ルー
ことから、利害関係を
ルにより協業の幅が広がる。
超えた活動が可能。
①ブランドコンセプトを明確
化することで役割分担が容

①固定概念にとらわれず
活動できることにより
全く新しい観点で関
（Ｔ）外部的な威脅 わっていただける。
②活動の対価＝コストで
はないため、活動の範
囲が画一的にならない。

①活動の時間が安定的で
ないため、私たちの趣
旨と立場を深く理解し
ていただく必要がある。
②現在は運営費の後ろ盾が
ないため、外部からの
助言・援助が必要となる。
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活動報告

Part ２

「苫小牧やきそば」を広めるために、スタートメニューである「苫小牧みそホルモンやきそば」の品

質を追求し続けました。同時に、販売や営業活動をサポートするため、ブランド力を高める販売促進物
の申請・作成を試みました。もちろん、ご当地キャラの「とまチョップ」にも協力してもらいました。

●ロゴの申請（苫小牧市役所まちづくり推進課） 申請
苫小牧市のゆるキャラである、とまチョップを「苫小牧やきそば」のイメージ

キャラクターとするため、使用許可を得なくてはいけません。とまチョップで使
用するべきカラー（ＲＧＢ）は決まっており、販売等に使用するすべてのキャラ
クターに許可を取る必要があります。キャラクター使用にそぐわ
ない活動には許可が下りません。

担当の方に今回の趣旨を説明し使用申請書を提出しました。後日、申請許可が下り、

私たちは販促物や企画書に使用することができるようになりました。

●販促物の作成（本校） 広報活動
販売促進物の作成です。普段のイベント用の POP から右図の

「のぼり」まで、様々な販促物を作成しました。このような「のぼ
り」に関しては、比較的シンプルなものが多いのですが、思い切っ
てカラフルなデザインとしました。実際に営業活動した際、どの
店舗にも、このカラフルな「のぼり」は好評でした。のぼりには
厚さや両面・防炎加工など、室内外などの設置場所を考慮し、使
い分けが必要です。私たちは緑ヶ丘公園以降のイベントでもこの
苫小牧 味噌ホルモン焼きそば

デザインの「のぼり」を使用しました。

とは・・

しかし、当時は製作費がなく、ロール

わたしたちの苫小牧総合経済高校 マーケティング部が
苫小牧市の「新ご当地グルメ」として開発した商品です。

苫小牧総合経済高校

味の大王さま

「苫小牧みそホルモンやきそば」
◎ おいしさの秘密 ◎
のおいしい秘密…

① 苫小牧市の名店「味の大王」様と共同開発した秘伝の「特製味噌ダレ」を使用しています。
私たちが味の大王の中江店長様に師事していただき、研究を重ね、ようやくたどり
着いた秘伝の味です。

①仕上げに「ほっき節」を使用しています

② 高級食材である、苫小牧産の「ホッキ節」を使用しています。

②苫小牧市の製麺会社でこだわりの
道産小麦麺（太めん）を使用しています

麵の焼き上がり際に最後にホッキ節を投入することにより、ホッキの良い香りが食欲
をそそります。

③苫小牧産（きのこ・もやし等）を
ふんだんに使用しています
④なんといっても「後がけソース」
（きのこチャウダー）が絶妙なんです︕

紙に印刷したものを使用していました。
世余談になりますが、「のぼり」の

「ちょーおいしいよ！」というフレーズ

はホルモンの部位である「腸」と「とっ
ても」の「超」とかけています。

今後は提供店専用の POP やＰＲ用・店内イベント用の POP、

などを積極的に作成していこうと思います。

●品質改良（本校） 開発

自分たちでデザインをしました

企画書作成と同時並行で様々な物販に備え、私たちの「苫小牧やきそば」のスタートメニューである

「みそホルモンやきそば」の改良を重ね続けました。改良内容は①「麺」、②「量」、③「塩加減」、④「オ
ペレーション」についてです。

まず、①「麺」についてですが、市内の製麺会社である ( 株 ) こんの様から様々な麺を試させていた

だきました。太さ・量はもちろんのこと、小麦にもこだわる必要がありました。使用する小麦によって、
食感と香り、そしてタレとの絡みやすさが全く異なります。最終的には道産小麦の「ゆめちから」を使
用した麺を選択しました。

そして②「量」ですが、容器とのバランスから、麺を 170 ｇとしました。

③「塩加減」に関しては最も苦労しました。タレの開発に関しては何度も試作し、

やっとの思いで理想の粘度とグラム数を決定しました。麺 170 ｇに対し、とんこつ

調味料の配合です
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スープの水分を煮込み 40％とばしたものに調味料を加えたものが最も調理が容易で味もしっかりつく

ことがわかりました。

オペレーションについては、販売テントの大きさや販売時間、そして販売人数など

によって変えなければならないため、その都度、部活内で打ち合わせをしました。

イベントで私たちは多くの食数を販売しますが、お客様にとっては初めての出会い

です。リピートしていただくためにも、一食でもミスは許されません。私たちの試作日数は 30 日を優
に超え、回数はさらにその数を上回ります。その中で、印象的な２つの出会いがありました。

最初のイベントでは大手製麺会社の量販品を使用していましたが、より良いもの

麺との出会い

を求め地元の製麺会社である ( 株 ) こんの取締役社長の今野様に相談を持ち掛けま

した。大変親身になって相談にのっていただき、様々なことをお伺いすることができ
ました。また色々な小麦の品種と麺の太さを試させていただき、私たちの「焼きそば
の麺はこんなものだろう」という概念が吹き飛んだ瞬間でした。

麺（道産小麦：ゆめちから）を変えるだけで想像以上に焼きそばがおいしくなるこ

とに感動しました。私たちが苫小牧市の家庭でもこのような麺で焼きそばを調理して
今野様

くれたら、「きっと焼きそばはソウルフードになる！」と確信しました。

チャウダーとの出会い

「みそホルモンやきそば」を開発している最中、常に「もっとこのメ

ニューを印象付けられる方法はないか」と考えていたところ、「味を変えるこ

とができれば」という意見から「飲んでもよし、かけてもよし」というコンセ
プトのチャウダーを添えることにしました。ほっき節を製造している鰹節問屋
( 有 ) 永見商店の代表取締役社長 桃井様は「出汁ソムリエ」だとお聞きし、よ
きのこチャウダーと

いアイディアをお伺いしました。その結果、
「とんこつスープには乳製品が合う」

と教えていただき、地元の食材を多く使用できる「きのこチャウダー」を開発し、
「みそホルモンやきそば」
に「きのこチャウダー」をセットで販売することにしました。

●「緑ヶ丘公園まつり」（緑ヶ丘公園） 広報活動
「緑ヶ丘公園まつり」は第 45 回を迎える苫小牧市の春を

代表する催事です。5 月 12 日の開催前に、改めて「苫小牧
みそホルモンやきそば」を右図のように定義しました。

今回、開発にこだわりぬいた理由は「２ 商品の位置づ

け」のとおり、あくまでもこのメニューは「苫小牧やきそば」
のメニューの「ひとつ」です。し

かし、本校では「苫小牧やきそば」
を象徴するメニューなのです。

本催事での販売目標は 250 食で

行列ができてしまいました

した。開発したばかりの「きのこ
チャウダー」のお披露目でしたの

で、多くの方に食べていただこうと準備をしました。

当日は北海道新聞様や苫小牧民報様に取り上げられたこ

ともあり、長蛇の列が途絶えず、催事終了前に完売するこ

とができました。しかし、あまりにも行列ができてしまい、
販売が追いつかず、お客様に待ち時間を作ってしまいまし

た。今後はさらに、オペレーションを進化させ、スムーズに、
そして、安定した商品を販売するという課題ができました。
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chapter

営業活動

いよいよ「苫小牧やきそば」広めるための営業活動開始です。要点を絞り、企画書を
作成し、様々な協力企業・提供店舗へ依頼します。それでは、営業活動の開始です！

01

企 画書の作成

実際に企画書を作成するにあたり、私たちの考えをできるだけ要約して伝えられるように工夫しまし

た。特に飲食店の方々とお話をさせていただく場合は「時間との勝負」です。場合によっては立ち話と
なる可能性もあります。

このページの企画書は主に「苫小牧やきそば」のものです。

本研究報告書のページ割の関係で、一部分しか載せられませんでしたが、必要な部分は資料の中で詳

しく記載されています。
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02

プ レゼンテーション資料の作成

企画書の作成と同時に、各協力企業・店舗の方々に対し、企画書を目で追っていただきやすいよう、

プレゼンテーションも作成しました。用意はしていたのですが、実際にはコンピュー
タやタブレットでの提示ではなく、一枚一枚印刷したものを、めくりながら提示させ
ていただく場面が多かったです。私たちはとても緊張する場面ですので、最初のうち
はこの資料が心の支えになってくれました。

紙媒体での「温かさ」も重要なのかもしれません。
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03

協 賛企業の開拓

今回のプロジェクトにあたり、焼きそばで使用することができる、苫小牧市に生産工場のある食品生産

メーカーにアポイントメントをとり、協賛を依頼させていただきました。元々苫小牧市は工業都市である
ため、食品メーカーが多くはありません。しかし、焼きそばという使用食材の多様性から、大手の企業様
から協賛を得ることができました。

（１）ホクト 株式会社様
5 月 31 日。ホクト株式会社様は、昭和 39 年に食品包装資材の販売を目的

に設立されました。新潟地震を契機に割れないポリプロピレン製のきのこ栽
培ビンを他社に先駆けて開発。以来、独自の発想から栽培きのこの生産性、
品質向上のためのきのこ栽培資材・機械を開発し、きのこ資材のトップメー
カーとして飛躍的な発展を遂げることができました。きのこを使用した加工

食品事業への取り組みや、米国・台湾・マレーシアの子会社を足掛か
りとした北米・アジア市場への販路拡大等、世界的な視野に立って挑
戦する研究開発型企業をめざしているそうです。

ホクト株式会社 千歳工場は道内の「シメジ」「エリンギ」のほとん

どのシェアを誇ります。今回担当していただいた北海道営業課長 服部
様からは「街おこしを学生に任しているわけにはいきません。是非と
服部様と

も協力させていただきます。イベント時はもちろん、スタンプラリー

などの企画時にも景品を用意させていただきます」とのありがたいお言葉をいただきました。

（２）株式会社 丸善市町様
6 月 4 日。苫小牧市に工場を持つ、( 株 ) 丸善市町様はクリーンな環境の中

で育てられる「もやし」の製造メーカーです。全道のスーパーで取り扱うほか、
業務用としても評価が高いこの「もやし」のおいしさの決め手は苫小牧市の
湧水です。苫小牧は道内で上位 3 位に入る

もやしの生産地であり、丸善市町様では御前水のミネラルウォーター
を使ってもやしを生育してます。みずみずしく、熱を加えてもシナッ
とせず、シャキシャキの歯応えが特徴です。

営業課長の福原様とアポイントメントをとり、私たちの活動意義に

賛同していただき、このプロジェクトの協賛企業となっていただきま
市町様と

した。左の写真に写っていただいた、代表取締役社長の市町様は今年

度から苫小牧市観光協会の会長になられました。

（３）鰹節問屋 有限会社 永見様
6 月 8 日。出汁ソムリエ認定講師の資格を有する桃井様は、「料理の基本となる出汁の大切さや食生

活を豊かにする出汁の知識を多くの人に伝えたい。また苫小牧の特産品としてほっき節も広めていき
たい」と語っていました。ホッキ貝の剥き身を江戸時代初期に考案され、今日まで受け継がれている

鰹節製造技法を用いて丹念に仕上げた削り節が「ほっき節」です。も
ちろん、この商品は苫小牧市以外では手に入れることができません。

私たちが使用するのは、苫小牧市の観光スポットで購入できるフレー

ク状のものとは違い、パウダー状のものです。私たちの物販時や営業
時のほっき節をご提供いただけることになりました。

現在のプロジェクトでは「ほっき節」が唯一のメニュー

桃井様と

における「縛り」であるため、とても重要で貴重な素材です。
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04

提 供店の開拓

① 餃子の王将 イオンモール苫小牧店
6 月 13 日。新聞記事を読んでいただいた、イオン北海道 ( 株 ) 苫小牧店の

尾形様より、「苫小牧店内の 餃子の王将に『苫小牧やきそば』を提案したい」
との連絡を受けました。王将様は、料理長が店独自の
メニューを出せるということです。さらに、「苫小牧

やきそば」には縛りが少ないこともあり、提供しやす

鈴木様と

いとのことでした。また、プレゼン方法や資料提示方
尾形様と

などのアドバイスをいただき、大変勉強になりました。

後日、( 株 ) 王将フードサービス エリアマネージャーの鈴木様と料理長様ら

がご来校し、再度、プレゼンをさせていただきました。私たちの趣旨に快く
賛同してくださり、餃子の王将イオンモール苫小牧店の定番メニューとして

料理長様と

「苫小牧やきそば」を開発していただく約束をしてくれました。

② 広島お好み焼き 鉄板
６月 27 日。広島お好み焼きを販売する、「鉄板」の店主 菅原様にプレゼン

をさせていただきました。元々「味噌ほるもん焼きうどん」と提供していた

こともあり、
「そば」に変え、ほっき節で仕上げていただけることになりました。
お店の雰囲気は車庫を改装した、打ちっぱなしのコンクリートでとてもオ

菅原様と

シャレな雰囲気です。当日は焼きそばの焼き方などのコツも教えていただきました。ご夫婦で手際よ
く切り盛りされていたのが印象的でした。

③ 苫小牧温泉 ほのか
同じく６月 27 日。苫小牧温泉「ほのか」の支配人である、岡村様にプレゼ

ンをさせていただきました。ほのか様は温泉と岩盤浴が楽しめる、いわゆる
スーパー銭湯です。温泉施設なのですが、食事にも力を入れていることが有
名で、常に新しいメニューなどの取り組みをされています。

岡村様と

「苫小牧やきそば」に関しては、現段階では既存のメニューにほっき節をかけ、仕上げていただくこ

とになっています。また、
「素晴らしい活動なので、今後も応援していきたい」と言っていただきました。

④ ココトマ カフェ
ココトマは駅前の複合施設です。ラウンジやキッチンスペースなどのほか

に、カフェレストラン「ココトマカフェ」を運営しています。

６月 28 日。シェフの冨澤様に、プレゼンをさせていただきました。ココト

マカフェは運営会社の方針で、２週に１度はメニューを入れ替えるそうです。

冨澤様と

しかし、冨澤様からは「焼きそばには需要があったので、開発するなら看板メニューとして定着でき
るような『苫小牧やきそば』にしたい」とおっしゃっていただきました。

⑤ ラーメンレストラン ニングル 双葉店
6 月 29 日。市内で人気のラーメンチェーンである、たいしょうグループの

代表取締役社長 牧様にプレゼンをさせていただきました。横浜で日本料理の
修業をされ、現在に至りました。「学生が食に関心を持ち、動いてくれるこ
と自体が宝物だ」といっていただきました。

牧様と

ニングル様では社長の奥様にしか作ることができない、優しい味の「塩焼きそば」があるそうです。

今回の「苫小牧やきそば」はその塩焼きそばでやってみたいとおっしゃっていただきました。
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⑥ 味の一龍
7 月 10 日。人気のラーメン店、「味の一龍」の店主 浅野様にお話をさせて

いただきました。一龍様は「地獄ラーメン」や「ジャンボチャーシュー」で
大変有名なお店です。

緊張している私に対し「緊張しないで、お茶でも飲みなさい」と終止気遣っ

浅野様と

ていただきました。浅野様は「アポイントメントをいただいた時から、自分が考えている『苫小牧や
きそば』はタコを使用し、試作していこう考えていた」とおっしゃっていただきました。

⑦ 楽食中華 飛燕
同じく、7 月 10 日。市内で中華料理店を営んでおられる、「楽食中華 飛燕」

の店主、作田様にプレゼンをさせていただきました。飛燕様は店名のとおり、
気楽に本格的な味を楽しめるお店です。飛燕様はあんかけ焼きそばが有名な
お店です。ほっき節は今あるあんかけ焼きそばにも合うので、仕上げに使用
していただき、「苫小牧やきそば」とするとのことでした。

作田様と

作田様は「学生の頃には、まちおこしなんて考えなかった」と活動に関心を持っていただきました。

⑧ 味の鉄砲
7 月 17 日。お好み焼き・もんじゃ焼きを営んでおられる、味の鉄砲の店主

九十九様にお話をさせていただきました。素材にこだわり、なんといっても

ボリューム満点の料理が人気の秘密です。開業して６年が経ったそうですが、
笑顔が素敵な九十九様に会いに通う方が多い、ということがうなずける魅力

九十九様と

なある方でした。今回の「苫小牧やきそば」は定番メニューの焼きそばにほっき節で仕上げていただ
くことになりました。帰り際には他の提供店も紹介していただけました。

⑨ 中国料理 蓬莱 沼ノ端店
7 月 18 日。中華料理 蓬莱の店主である瀧川様にプレゼンをさせていただ

きました。蓬莱様は中華の人気店ですが、特に海鮮系のメニューにこだわり
を持っておられるお店です。「常にリピーターの方を大切にしている」とい
うとおり、私たちのレシピにも的確な指摘をしていただきました。

瀧川様と

瀧川様の作る苫小牧やきそばは海鮮系の「塩あんかけ焼きそば」を考えているとのことでした。あ

んかけ焼きそばの名店だけあり、海鮮のうま味が凝縮したあんかけ焼きそばが期待できます。

⑩ （株）コ・ジャスナ → 炉ばた 大将
9 月 3 日。専務取締役の小林様にプレゼンをさせていただきました。コ・ジャ

スナ様は苫小牧港で主に生鮮食料品の卸売りをしている会社です。私たちの

「苫小牧やきそば」の活動を聞きつけ、「苫小牧市を盛り上げるため、ぜひ、
自分からも発信し、広めていきたい」とおっしゃっていただきました。その
手始めとして、「炉ばた 大将」様を紹介していただきました。

小林様と
瀧川様と

⑪ マルトマ食堂
9 月 29 日。震災が落ち着き、初めての営業活動です。4 ページの市民アンケー

トで 40％の支持率を得た苫小牧名物「ほっきカレー」の元祖、マルトマ食堂
店主の三浦様にご賛同いただきました。マルトマ食堂様は苫小牧港の市場に
隣接する店舗で、昼までの営業なのですが、毎日行列ができるほどの有名な

三浦様と

お店です。営業に伺ったところ、私たちの趣旨にとても共感していただき、マルトマ食堂オリジナル
の「苫小牧やきそば」を提供していただけることになりました。
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活動報告

Part ３

最後の活動報告です。本研究発表資料の章立てにならない部分でも様々な活動をしてきました。し

かし、これらの活動の一つ一つは、このプロジェクトを支えるために何一つ不必要なものはありません。
調査・開発・お披露目・申請・広報・販売・食育と毎日忙しいですが、やりがいは大きなものでした。

●イベントでの販売（道の駅ウトナイ湖・本校学校祭） 広報活動

販売活動

6 月 16 日に道の駅 ウトナイ湖の西村駅長様のご依頼

で、販売を行いました。提供していただいた企業様の

「協賛提示」をさせていただきました。薄曇りの陽気で

したが、用意した 150 食は 14 時過ぎには完売しました。

終盤、スコールにみまわれ、紙製の「のぼり」は使い物にならなくなってし

まいました。1・2 年生の仕切りですべてをやりとげ、とても良い勉強になり
ました。7 月 7 日には本校の学校祭でも販売し、230 食を完売しました。

この時点で、試食を合わせ、今まで約 1,000 食を提供させていただきました。 新容器です

●食育ランド（市民活動センター） 食育活動

広報活

動

6 月 30 日に市内で行われた食育イベントの「食育ランド」に参加させていただきました。食育月間

である 6 月に市の健康支援課で開催した今年度初となるイベントです。

食育をとおして「苫小牧やきそば」をソウルフードにしたいと考えていた私
たちは、健康こども部 健康支援課主査の松田様に依頼し、参加さ
せていただくことになりました。まず、管理栄養士でもある同健
康支援課の会田様から「食育とはなにか」を本校でレクチャーし

ていただきました。そこで得た知識をもとに、焼きそばの栄養を例にしながら、
大人から子供まで楽しめるような「〇×クイズ」を実施しました。

試食の順番待ちです

当日は、「苫小牧みそホルモンやきそば」の試食を 120

食用意しました。また、協賛していただいているホクト

株式会社様からもシメジとエリンギを提供してくださり、
参加者へのプレゼントとさせていただきました。多くの

プレゼン中です

方々がクイズに参加していただき、試食やプレゼントは行列となりました。

●セミナーへの参加

広報活

動

①「高校生が考えるまちづくり」（千歳市：ミナクールサロン）
5 月 15 日、ちとせタウンネット代表理事の村中様より依頼があり、北海道千

歳高等学校ビジネススタディクラブの皆さんと活動報告・意見交換をさせてい

ただきました。自分たちと同じ高校生が頑張っている姿に勇気づけられました。

②「この街をバズる！【苫小牧総合経済高校 MC の挑戦】」（ココトマキッチン＆ラウンジ）
7 月 14 日、異業種交流会 苫和会 山口様からの依頼があり、「私たちの取り組みを応援しよう」と

イベントを実施してくださいました。各方面の企業の方々から激励とアドバイスをいただき、今後へ

の指針となりました。最後に、私たちがデザインした本物の「のぼり」を 4 枚寄贈していただきました。
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8

一斉販売開始（震災により延期）

いよいよ一斉販売開始です。連絡調整やリリースの準備、そしてのぼりやメニューなどの作成やその
許可など、順調に準備を進めていました。しかし、その最中、北海道胆振東部地震が発生したのです。

01

北 海道胆振東部地震について

「苫小牧やきそば」は一斉販売を９月上旬に合わせて計画し

ていました。しかし、平成３０年９月６日の明朝、私たちの
街は北海道胆振東部地震に襲われました。私たちは被災し、
停電や断水など、様々な困難がありました。特に、震源地で
あるの厚真町近隣の町村は更に過酷な現状で、同地域に住む
クラスメイトも避難所暮らしを強いられました。

後に激甚災害に指定されたこの震災により、物流が止まり、９月のイベントは中止せざるを得なく

なりました。
「苫小牧やきそば」の一斉販売はもちろん、中旬に出店予定であったイベント「苫小牧ご
当地グルメサミット」も中止となりました。協賛店・提供店・食材を用意していただいていた業者の
方も被災しました。しかし、私たちはお互いの無事と今後助け合っていくことを確認することができ
ました。確かに、被災では辛い思いをしました。しかし、同時にお互いの絆が深まり、私たちは前向
きに前進していく覚悟を決めました。それが、私たちが街にできることだと考えたのです。

02

チ ャリティー販売について

10 月に入りましたが、今だ余震が続いており、大きな被災を被った地

域においては依然復興が続いています。
「苫小牧やきそば」の一斉販売

も大切ですが、
「今、私たちにできること」として、
「チャリティー販売
会」を実施することにしました。私たちが今まで培ってきた物販のノウ

ハウを生かす時がきました。テントさえあれば、
たとえ様々な条件があっ
たとしても、同じ品質の商品を作れるように練習を重ねてきました。し

かし、その技術は、地域の皆さんに支えていただき、ここまで培ってこられたものなのです。

10 月 6 日と 8 日の２日間において、道の駅 ウトナイ湖 駅長 西村様に依頼し、

チャリティー販売をさせていただくことになりました。今まで協賛いただいた
企業様はもちろんのこと、仕入れさせていただいている企業様からも、特別価
格で仕入れをさせていただきました。各企
業様も大変な時期にもかかわらず、そのよ
うな配慮をいただき、改めて「助け合う」

ということの本当の意味を身をもって感じました。

2 日間の販売は無事に終了し、販売利益と募金箱との合計金額

￥87,469 を赤十字苫小牧支部に寄付をさせていただきました。今

後もできる範囲でチャリティー販売をしていこうと考えています。
道の駅 ウトナイ湖

チャリティー販売

【収入】①実際販売数 249 食 販売売上＠ 520 × 249 食＝￥129,480

寄付金内訳

②募金箱 1 日目￥10,300+2 日目￥16,567 ＝￥26,867
【支出】①イベント交流費 ￥3,000( 復興目的で道の駅にいらっしゃっていた「熊本県産のみかん」の購入 )
②物販用材料及び資材等仕入費用 ￥65,878
【損益】￥156,347- ￥68,878 ＝￥87,469
累計 2,000 食達成！

※通常販売との違い
①麺量の変更と仕入割引 ②とんこつスープの仕入割引 ③ホルモン・ソーセージの仕入割引 ④容器の簡易化
⑤在庫資材の利用 ⑥ 1 食￥100 の義援金設定 ⑦端数価格政策による募金収入を図る（設置募金箱用）
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03

一 斉販売開始！

（１）一斉販売にむけて
目標としていた、10 店舗以上の提供店舗数を得ることができ、いよいよ「苫小牧

やきそば」の一斉販売を 10 月 13 日（土）としました。震災の影響により当初の予
定よりも１カ月ほど遅れての開始となりました。提供店舗数拡大の営業活動は今後

も続けていきますが、ここで一旦停止し、一斉販売に向けた活動にシフトしました。
私たちは、提供店舗のルールである、ほっき節の仕入れや、のぼり・ＰＯＰ等の

作成準備にかかりました。各提供店舗から必要な数を集約し、発注をかけました。
同時に、各提供店舗より「苫小牧やきそば」の試作品の完成時期を伺い、メニュー

表で使用するデータ等を収集しました。データの収集内容は①完成写真、
②商品名、
③販売価格
（税込）
、
④こだわり・おすすめポイント等の聞き取り等です。

震災後ということもありましたが、
前頁のチャリティーイベントや１０月の「地産地食フェア」や「ハ

ロウィンフェスティバル」に関する会議も並行して進めなければなりませんでしたので、とても忙し
い日々でした。しかし、一斉販売時のデータのミスは許されず、慎重に推し進めます。

（２）メニューの制作
のぼりやロゴのデザインは決まっていました。提供店舗ごとのメニューを

作成するべきなのですが、とりあえずは右のような「テンプレート」を作成
し、商品名（説明）
、金額を差し替えて、各提供店舗に活用していただこう

と考えました。このメニューを提供店舗は中華料理店やラーメン店、または
大衆食堂がメインのため、和～中の間をイメージしました。

もちろん、既存のメニューにも「苫小牧やきそば」と表示できる

ように、ロゴもシールにして、配布させていただきました。

（３）販売開始を控えて
販売開始を控えて、報道機関へのリリースやメニュー確定等の最
終打ち合わせを行いました。各提供店舗をまわり、
ほっき節やのぼり・
ポール等の配布に時間を費
やしました。現在は 11 店舗
での販売開始ですが、放課
後や土日での活動時間と協
力店舗とのすり合わせが最
も大変です。例えば、平日
の打ち合わせでは 16 時から
17 時までが勝負です。授業
が終わり約 1 時間で飲食店
の繁忙時間を迎えてしまい
ます。そのように、まさし
く合間を縫って調整を進め
なければなりませんでした。
中央には苫小牧民報様の
記事、そして、右には全て
ではないですが、
「苫小牧や
きそば」の完成したメニュー
と販売金額を載せさせてい
ただきます。
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①

②

③

④

⑤

⑥
⑤

⑦

⑧

⑨

⑨
⑩

①餃子の王将 苫小牧店「ホルモン焼きそば」(\626) ②広島お好み焼き 鉄板「シーフード焼きそば」(\850)
③苫小牧温泉ほのか「海鮮苫小牧塩焼きそば」(\850) ④ ココトマカフェ「あんかけ焼きそば」(\790)
⑤味の一龍「一龍たこ野菜やきそば」(\900) ⑥ラーメンレストラン ニングル「五目あんかけ焼きそば」(\880)
⑦楽食中華 飛燕「五目あんかけ焼きそば」(\900) ⑧味の鉄砲「ほっき焼きそば」(\800)
⑨中国料理 蓬莱「海鮮塩あんかけ焼きそば」(\880) ⑩マルトマ食堂「プレミアム醤油ほっきやきそば」(\1,000)
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今後に向けて

今後、活動を続けるためには様々なモノ・コトを考えなければなりません。営業（提供店舗・
製麺会社・食品スーパー）や普及活動（食育・広報）等を同時にそして着実に進めます。

01

私 たちを取り巻く状況

様々な活動の結果、今、私たちを取り巻く状況

は右図のとおりとなっています。

「苫小牧市のために」と覚悟を決めて始めました

が、これから先に進むためには、今後、さらに「つ
ながり」を深めていく必要があります。

02

ソ ウルフードにするための種

元々、私たちの 3 年生の世代でやり切ることはできないことだとわかっていましたが、ソウルフー

ドを定着させるためには、やはり多くの時間が必要だと改めて感じました。少しずつでも、一歩ずつ
でも進むことを怠れば、次の世代には繋がりません。

そこで、道内大手スーパーのプライベートブランドの製造を行い、苫小牧市内外のスーパー、飲食

店に多くの麺や餃子の皮などを提供している製麺会社 苫食様に訪問しまし

た。常務取締役の石岡様に「苫小牧やきそば」が今後、広がっていった場合、
市内スーパー用に「苫小牧やきそばの専用麺」を製造していただけないか、
というお願いをし続けました。２度目の訪問で、石岡様には私たちの熱意を

受けとめていただき、
「色々な障害はあるでしょうが、お互いに努力して乗り

石岡様と

切っていきましょう！」とおっしゃってくださいました。

ソウルフードの定着として、将来的には販売店への営業活動も重要です。コープ札幌ステイ店 店長

の國井様に、
同店舗での「苫小牧やきそばの麺」の販売をお願いしたところ、
「場
所の提供と販売に関しては、企画を立てていただければ、どのようにでも対応
していきたい」とのありがたいお言葉を掛けてくださいました。

現在、
前回参加した「食育ランド」との「つながり」により、
9 月に実施される、

国井様と
國井様と

苫小牧最大の「食育フェア」からもお誘いをいただいています。

今後も私たちは蒔いた種に水をさすことを怠ってはいけません。

03

知 っていただくこと

営業を通じて参加店舗を募る努力と同時に、販売活動や広報も継

続的に実施しなければなりません。本研究報告書ではスペースの関
係で、新
聞記事等
はあまり
載せられ
ませんで
したが、
多くの素
敵な記事
を書いて
いただき
ました。
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10

活動を振り返って

今回の活動には「はじまり」はありますが「おわり」はありません。どんな時に、どんな理由で人は「共
感」できるのか。「人に対して」、「つながりの中から」というのがキーワードとなるはずです。

01

お わりに

（１）今、考えること
現在行っている活動は、もちろん単年度では終わりません。創部から最も忙しく、やりがいのあるプ

ロジェクトに参加できたのは本当に嬉しく思います。

今、千歳バーガーを運営しているキリンビールの北村様の「学生にこの活動を立ち上げ、運営してい

くのは至難の業」という言葉の意味を強く実感しています。しかし、本研究報告書の裏表紙に「お世話

になった方」で載せておりますが、これまで私たちは総勢 80 名あまりの方々と名刺交換をさせていただ
きました。その他にも販売活動やセミナーに参加し意見をいただいた方を合わせると１００名を超える

方々との出会いがありました。そして、これからの活動も繋がりながら続けていきたいと考えています。
今回の活動のテーマである「共感力」は苫小牧市民の無形の資産であり、「つながり」は私たちの有形

の資産であるという確信を持つことができました。

（２）現実と私たち
今回の私たちの活動は、常に実社会との連絡調整や共同作業の繰り返しでした。土日や放課後の時間

帯をできるだけ有効的・計画的に活動してきたつもりです。しかし、定期考査や学校行事等と重なり、
どうしても応じられないイベントの数は大変多いものでした。

それでも私たちが、開発時や営業活動時に訪問した際には仕込みや接客をしている中、私たちの話を

真剣に聞いてくださいました。社会人にとっては「仕事をする」ということは「生活をする」というこ

とです。であるにもかかわらず、「なぜそこまでしていただけるのか」当初の私たちにはわかりませんで

した。しかし、今はわかる気がするのです。それは、これからの新しい街を望んでいるからだと思います。
それが、若い私たちに託された、街に対する使命なのでしょう。

（３）私たちは何を学んだのか
では、私たちは何を学んできたのでしょうか。「ソウルフードを根差す活動をした」と言ってしまえば

簡単ですが、調査・企画・開発・販売・運営・推進活動全般に対し、自分たちの力でやり遂げなくては
いけませんでした。

これは、少し難しい言い方になりますが、
「地域の活性化に関わるということは、新しい豊かさ（価値）

の中で、地域の資産を見つめ、時代に合った種を見つけ（着眼点）、それを蒔き育てる（デザイン）こと」
だと感じます。しかし、それだけでは終われません。「地域の皆さんが同じ方向を向き、進んでいってい
ただけるよう、コーディネートしていくこと」も含め、私たちに課せられた責任なのだと思います。

果たして、高校生の私たちが、このようなことを学べる機会は今回の活動以外にあるのでしょうか。

学校で学んだ授業の内容と照らし合わせ、自分たちで解釈し、実行してきたことは、これから生きてい

くうえでも大変大きな自信となりました。そして、実際に活動している中で、「自分の考えにしっかりと
した背景（物語）があり、ゴール地点が明確」であれば、必ず心を開いて聞いていただけるのだと気づ
くことができました。

そして最後に、何よりも「人との出会い」です。使い古された言葉ですが、この研

究報告書を今、改めて読み返したとき、真っ先に思ったこと。それは、社会は「全て
支え合い」で成り立っているのだということでした。

本研究報告書の表紙には、これから協力していただく方々との「握手」の場面を載

せさせていただきました。その温かな手のぬくもりは今でもはっきりと覚えています。
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02

は じまりに

（１）ブルーオーシャン戦略
本研究報告書の４ページに「ブルーオーシャン市場」という項目を立てました。このブルーオーシャ

ン市場における戦略は、自分の業界における一般的な機能のうち、何かを「減らす」「取り除く」、そ
のうえで特定の機能を「増やす」、あるいは新たに「付け加える」ことにより、
「バリューイノベーショ
ン」が図れるというものです。

今回のプロジェクトのバリューイノベーションは「苫小牧やきそば」の縛りをできる限りなくし、

利害関係のない私たちが推進することにより、苫小牧市に新しいブランドが創られたことでしょう。
時間はかかりますが、目的が「ソウルフードの創出」ですので、25 ページの図のように、深い部分で

の「ひろがり」が期待できます。それこそが苫小牧市の「バリューイノベーション」だと考えています。

（２）今後の可能性
苫小牧市商工会議所の中村様に再度お会いし、今後の「協力体制」につい

てお話をさせていただきました。もし、この活動が大きくなるにつれ、15 ペー
ジの TOWS マトリクスの W-T ②の部分にあるように、いずれは行政や任意

の団体からの援助・管理体制も考えていかなければならないからです。しか
し、現時点では各企業・店舗に迷惑をお掛けしないのであれば、できる限り

私たちだけでやり切りたいとの旨をお話しさせていただいたところ、「もし、その時が来たら、できる
限りのバックアップをさせていただきます」との心強いお言葉をいただきました。

これらのような活動を地道に続けることで、産学官連携という私たちの目的である「つながり・ひ

ろがりマーケティング」を実現することができます。私たちの目指す「つながり・ひろがりマーケティ
ング」の理想とは、初めから「産学官連携ありき」のスタートではなく、活動が大きなムーブメント
となり、自然発生的に始まることです。それにより「長く続く」のではないかと考えています。

推進活動の予定

①新規協賛店の拡大 ②継続的なイベント出店 ③家庭用麺の発売 ④食育などの啓発活動 ⑤売上数の把握

（３）私たちの地域活性化
地域活性化に関してはたくさんの文献が出されていますが、私たちは宮副謙司氏「地域活性化マー

ケティングモデル」のモデル図を参考にし、自分たちの「つながり・ひろがりマーケティング」モデ
ルを図にしてみました。

「新しい豊かさ（共有力）」ですが、考え方によってはゴール地点、または次のプロジェクトの指標

になるでしょう。そして、苫小牧市の飲食店・生産物が「苫小牧市の財産」だとします。苫小牧市に

はおもてなし料理（p4 参照）はありますが、ソウルフードと呼ばれるものは存在ないようです。その

欲求を「市民のニーズ」だと考えます。現在、
「苫小牧やきそば」という「価値の形成」を実現し、今、
現実となりました。

もちろん、そこが「目標」であるともい

えます。しかし、この先も「つながり・ひ
ろがり」の中で必ず「価値の形成」が行わ
れるのです。そうです。このモデル図で考
えると、私たちの「苫小牧やきそば」とい
う活動は永遠に価値を生み出していく可能
性を秘めているのです。

そして、何よりも、その可能性を実現さ

せていくのは私たちなのです。
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お世話になりました
株式会社 ＡＥＬアンジェラ 代表取締役 三浦良子
キリンビール株式会社 北海道千歳工場 総務広報担当 部長 辻井一郎
キリンビール株式会社 北海道千歳工場 総務広報担当 北村 三三男
一般社団法人白老観光協会 事務局長 山崎栄二
登別商工会議所中小企業相談所経営支援課 主事 補助員 北原 知英子
登別ブランド推進協議会登別閻魔焼きそばの会 会長 名畑泰昌
登別市観光経済部商工労政グループ 主事 藤田梨那
登別市観光経済部商工労政グループ 主事 能登康行
登別市観光経済部商工労政グループ 主査 古村 健
休暇村支笏湖 営業係長 サービススクールトレーナー 駒木裕也
イオン北海道株式会社 営業本部
ＳＣ事業部 イオンモール苫小牧 モールマネージャー 尾形光久
株式会社王将フードサービス エリアマネージャー 鈴木修平
味の大王 代表取締役 高橋浩一
味の大王 総本店店長 中江友紀
広島お好み焼き 鉄板 店主 菅原行信
楽食中華 飛燕 店主 作田和也
ラーメン専門店 味の一龍 店主 浅野憲治
株式会社 丸新岩寺 苫小牧温泉 ほのか 支配人 岡村博樹
たいしょうグループ（ニングル）代表取締役社長 牧 雄二郎
お好み焼きもんじゃ焼き味の鉄砲 店長 九十九 まさみ
中国料理 蓬莱 代表取締役 瀧川裕子
マルトマ食堂 三浦未
道の駅ウトナイ湖プレジール フードアナリスト・調理師 佐藤晶子
グランドホテルニュー王子調理部長鈴木 靖
株式会社 コ・ジャスナ専務取締役小林 美広
ＣＯＣＯＴＯＭＡ〔ココトマ〕シェフ冨澤 尚矢
生活協同組合コープさっぽろステイ店 店長 國井 晃
有限会社あおやま 代表取締役 青山直樹
有限会社あおやま 経営企画室 室長 佐々木 真史
株式会社ミートフレンズモリ 店長 大植一美
株式会社苫食 常務取締役 石岡力男
株式会社苫食 取締役工場長 曽賀玄瑞
株式会社こんの 代表取締役 今野将秀
ホクト株式会社 北海道営業課 課長 服部幹仁
株式会社丸善市町 代表取締役 市町峰行
株式会社丸善市町 営業部 福原 卓
鰹節問屋 有限会社永見 取締役 専務 桃井 赴
株式会社 トートー事務機 代表取締役 山口勝次
居酒屋 草（ＩＺＡＫＡＹＡ －ＳＯＵ－）店主 佐藤伸也
苫和会 事務局 岡林雅祥
苫小牧市社会福祉協議会地域福祉課地域福祉係 主任主事 千寺丸 洋
一般社団法人ちとせタウンネット 代表理事 村中敬維
札幌駅前通まちづくり株式会社 代表取締役社長 白鳥健志
一般社団法人まちライブラリー サブマネージャー 並河真次
道の駅 ウトナイ湖 駅長 西村宏基
商業協同組合 苫小牧港市場 海の駅
ぷらっとみなと市場ストア マネージャー 杉本 一
株式会社長崎屋 ドン・キホーテグループ
施設運営部 北海道運営課 香川 透
ＣＯＣＯＴＯＭＡ〔ココトマ〕 館長 細川優子
ＣＯＣＯＴＯＭＡ〔ココトマ〕 佐藤 歩美
有限会社内城電気工事 代表取締役 内城隆則
道南バス交通安全誠会 会長 門村康弘
道南バス株式会社 代表取締役社長 石橋博信
道南バス株式会社苫小牧営業所 所長 田村洋次

道南バス株式会社 苫小牧地区統括部長
兼 苫小牧地区統括貸切センター長 木村徹也
株式会社ＬＩＢＥＬＩＦＥ 店長 / 代表取締役 杉村原生
一般社団法人苫小牧青年会議所 まちづくり政策委員会委員長 磯貝大地
一般社団法人苫小牧青年会議所 理事長 藤 淳一
一般社団法人苫小牧青年会議所 専務理事 丹治秀章
一般社団法人苫小牧青年会議所 地区大会主管実行委員長 / 監事 阿部和法
一般社団法人苫小牧青年会議所 専務理事 玉川健吾
一般社団法人苫小牧青年会議所 山本 康二
公益社団法人日本青年会議所
北海道地区協議会 北の防人委員会委員長 鏡 吉伸
公益社団法人日本青年会議所
北海道地区協議会 会務担当副会長 栗林延年
公益社団法人日本青年会議所 北海道地区協議会
イノベーション人材育成委員会委員長 渡辺秀敏
苫小牧商工会議所苫小牧中小企業相談所地域振興部
観光振興課長 / 経営指導員 中村 航
苫小牧商工会議所苫小牧中小企業相談所経営支援部
経営支援課長 / 経営指導員 掘抜信吾
苫小牧商工会議所苫小牧中小企業相談所 調査役 近藤郁夫
苫小牧商工会議所総務部総務課 主幹 鹿毛 不二彦
苫小牧商工会議所苫小牧中小企業相談所地域振興部 経営支援課
経営支援係長経営指導員 三浦孝祐
苫小牧市総合政策部まちづくり推進室まちづくり推進課
交通政策主幹 工藤基樹
苫小牧市総合政策部まちづくり推進室まちづくり推進課
まちなか再生主幹 武田涼一
苫小牧市総合政策部まちづくり推進室まちづくり推進課 柴田 亮
苫小牧市総合政策部まちづくり推進室まちづくり推進課 松尾幸彦
苫小牧市総合政策部まちづくり推進室まちづくり推進課 主査 尾野智昭
苫小牧市産業経済部産業振興室観光振興課 主事 齋藤倫彦
苫小牧市産業経済部産業振興室観光振興課 主事 三浦 晃
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苫小牧市産業経済部産業振興室観光振興課 主査 畠山邦雄
苫小牧市健康こども部健康支援課 嘱託管理栄養士 会田 未由希
苫小牧市健康こども部健康支援課 主査 松田 真由子
苫小牧市健康こども部健康支援課 課長 白川幸子
苫小牧市健康こども部健康支援課 総務担当 主事 真壁貴帆
苫小牧市健康こども部健康支援課 課長補佐 鳥羽 亜矢子
一般社団法人苫小牧観光協会 事務局次長 澁谷大介
一般社団法人苫小牧観光協会 事務局次長 中村真也
一般社団法人苫小牧観光協会 事務局長北海道観光マスター 山岸裕治
苫小牧市総合政策部政策推進室市民自治推進課 課長補佐 藤原 誠
北海道情報大学 アドミッションセンター広報室 主任 大山康成
北海道情報大学 経営情報学部 先端経営学科 准教授 福沢康弘
北海道情報大学 経営情報学部 先端経営学科 准教授 藤本直樹
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