
久留米商工会議所
ラーメン、焼きとり、うどん…「Ｂ級グルメ」によるまち興し

「地域経済活性化を通じた面的支援」に関する調査研究

地域資源・観光等を活用した地域活性化事例

（1）支援のきっかけ

① 地域の危機
久留米はブリヂストン発祥の地であり、ゴム産

業を中心とした製造業が基幹産業を担ってきたが、
平成10年に大手ゴム会社が破綻し市経済は厳しい
状況に直面した。雇用も失われて市民のマインド
も落込み、地域の活力が低下していた。

この状況を打開し、まちに活気を取り戻すべく、
久留米商工会議所のメンバーやラーメンを愛する
市民が集結し、「久留米・ラーメンルネッサンス
委員会」を発足、ラーメン店の協力を得て、平成
11年に全国初の「ラーメンフェスタin久留米」を
開催したのが、Ｂ級グルメによる久留米のまち興
しの始まりである。
② 食文化資源の連続的な投下

第2の矢として人口1人当たりの店数が日本一の
「焼きとり」をテーマに、現（社）久留米焼きとり
文化振興会の前身である「焼きとり日本一の会」が
結成され、平成15年に「久留米焼きとり日本一
フェスタ」が開催された。続いて、第3の矢として
平成16年に「筑後うどん振興会」が発足し、「筑
後うどんまつり」の開催などの取組みが開始された。

平成20年に一連の取組みを一体化すべく、会議
所が先導し「B級グルメの聖地実行委員会」が組織
され、「B級ご当地グルメの祭典B-1グランプリ」
を誘致すると共に、「B級グルメの聖地（まち）」
を宣言。本格的な食による地域資源活性化の取組み
が開始された。

（2）支援のプロセス・アプローチ法

① プロセス
次に会議所が仕掛けたのが、平成21年から続く

「くるめ食の八十八ヶ所巡礼の旅」事業である。
ちゃんぽんや餃子など業界のネットワーク化を図
り、「通い帳」のカテゴリーを増やして内外に久
留米のＢ級グルメをアピールする。平成23年以降
は食遍路に加え酒遍路も実施。繁華街「文化街さ
くら会」と日本酒の情報発信イベントを行うなど
多彩な食文化をテーマにした活動を続けている。
② アプローチ法

「Ｂ級グルメの聖地実行委員会」が承認機関、各
部会が実行機関となって、個々の事業を進める。焼
きとりフェスタ、筑後SAKEフェスタなどの個別事
業は各団体が主体的に運営し、会議所は、統括事務
局として事業をコントロールしながら、次の展開を
仕掛ける先導者としての役割を担っている。

（3）支援内容

① プロデュース
一連の活動において、会議所は要の存在である。

久留米の食文化を地域資源と捉えて、各ご当地グ
ルメ団体の連携強化やイベントを通じたシティプ
ロモーションなどで、「Ｂ級グルメの聖地・久留
米」のブランド構築の道筋を創ってきた。また、
Ｂ-1グランプリでは国の中心市街地活性化戦略補
助金を、巡礼の旅事業では久留米市の補助金を充
てるなど活動資金の確保にも関わっている。

活動を推進する商業振興課の行徳課長は、久留
米が活性化するための“次の一手”を考えた短・
中期の企画を立て事業を推し進めるなど、活性化
プロジェクトの総合プロデューサー的な役割を
担っている。

1. 面的支援の概要

平成26年度
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食文化資源発掘

右：11巡礼地（店）を制覇するともらえるキューピー
ストラップ。44制覇でお茶碗、88制覇で久留米絣の
ブックカバーなど、オリジナルグッズがもらえる。

業界・関係者のネットワーク化

「Ｂ級グルメの聖地」
の情報発信

マスコミの注目
内外のＢ級グルメファン獲得

久留米＝Ｂ級グルメの聖地
の地域ブランド化

多彩な関連イベント・
仕掛け

左：「くるめ食の八十八ヶ所巡礼の旅」の「通い
帳」。市民や団体から推薦された巡礼地（飲食
店）の案内とスタンプ帳を兼ねている。約半年
かけて集めたスタンプ数に応じて、巡礼の証
（プレミアムグッズ）がもらえる。
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（1）コーディネート機能

活動は、上図「Ｂ級グルメの聖地（まち）久留
米実行委員会」のスキームで行われている。Ｂ級
グルメの聖地（まち）推進事業は、中心市街地活
性化計画とも密接に関係するため、承認機関であ
る「実行委員会」には、行政（市）や観光協会、
商店街関係者も参加している。商工会議所は、統
括事務局として委員会運営を担当するだけでなく、
後述する実行機関である3部会の活動支援も行って
いる。特に重要な役目が、各事業で必要とされる
関係者のコーディネートや調整である。近年では
酒遍路に参加する蔵元の取り纏めを行った。

（2）事業運営スキーム

個々の事業の企画・運営に関しては、「企画委
員会」と3つの部会が担っている。企画委員長の津
留﨑氏は、「ラーメンルネッサンス委員会」を立
ち上げた中心人物で、16年にわたりまち興しに関
わってきた。街づくり会社のハイマート久留米や
商店街も参画しており、オール久留米で取組んで
いる。部会メンバーは流動的であり、必要に応じ
て会議所が新たなメンバーを招聘する。民間のメ
ンバーは皆自社のことより地域の事を考えて参加
している。「自助→共助→公助」の流れが出来つ
つあると言える。

2. 支援組織・連携スキーム
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実行委員会（総会）承認機関

支援

写真左：久留米ラーメン会会長の「来福軒」2代目の吉野店主。全国で展
開されるラーメンショーへの共同出展を取り纏めたり、「巡礼の旅部会」
のプロジェクトリーダーを務めたりと、久留米のために奔走している。「活

動は大変だが、店の売上が2割アップし、内2～3割が新規顧客であるな
ど、巡礼の旅などの一連の活動からのメリットはある。」と話してくれた。
写真右：久留米商工会議所・商業振興課の行徳課長。

統括：久留米商工会議所

久留米商工会議所
久留米市観光振興課
（財）久留米観光コンベン
ション国際交流協会

名誉会長

久留米市長
久留米市議
会議長
久留米商工
会議所会頭

実行委員長：久留米商工会副会頭
副実行委員長
・久留米市副市長
・（財）久留米観光コンベンション国際交流協会理事長
・久留米ほとめき通り商店街副会長
企画委員長：津留﨑久麿氏

企画委員会
企画委員長、正副部会長
事務局 その他

情報発信部会

広報業務

久留米市広報広聴課、ＪＴＢ北九州、
西日本鉄道、情報誌関係者、ビール
メーカー、その他協力企業・団体

B級グルメ食の祭典部会

Ｂ級グルメイベント事業企画・運
営、会場施設設置・管理

ハイマート久留米、天神振興会、オア
シス久留米、久留米商工会議所青年
部、（社）久留米青年会議所、（社）久留
米焼きとり文化振興会、久留米とんこ
つラーメン会、筑後うどん振興会

巡礼の旅部会

巡礼の旅事業 企画・運営

ハイマート久留米、久留米ほとめき通
り商店街、文化街さくら会、（財）久留米
地域地場産業センター、久留米市商工
政策課、久留米おかみさん会、筑後う
どん振興会、 （社）久留米焼きとり文化
振興会、 、久留米とんこつラーメン会、
池町川倶楽部、その他協力企業・団体

「串焼ほたる川」の原田代表。（社）久留米焼きとり文化振興会
の副会長を務め、「焼きとり日本一フェスタ」の開催などに尽力
している。「平成26年9月のフェスタでは、2日間で10万本を販売

した。やりがいがを感じている。」とのことで、久留米の焼きとり
の地域ブランド力が強くなってきていることを実感している。

事務局
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① 久留米の食文化を地域資源と捉えて“連続的に”資源やイベントを投下することで、メ
ディア露出や交流人口も増え、「B級グルメの聖地」としての地域ブランドを確立した。

② 商工会議所が中心となって、飲食店や商店街などの民間事業者をまとめている。

③ 中心市街地活性化計画とも歩調を合わせ、民間の力を活かしたソフト事業を展開してい
る。民間のメンバーが地域の活性化を目指して積極的に活動している。

④ 部会制による事業の実行方式により民間を部会メンバーに招くことで、事業の運営主体
を民間に移管しやすい。会議所は、大きな青写真を作るプロデューサーの役割を担うこ
とができる。

５ 地域活性化のポイント

３ 成果

① 「B級グルメの久留米」イメージの定着
食文化を地域資源と捉え取組んだ16年の活動の

結果、「久留米＝B級グルメの聖地」のイメージは
内外に定着しつつある。市外のB級グルメファンだ
けでなく、久留米市民が新たに地元の食文化に気
付き、行ったことのないお店を開拓するなどの地
域内循環も見られ、地元愛の醸造に役立っている。

② 地域の結束力の強化
B級グルメによるまち興しは、地域の結束力を高

める効果をもたらしている。例えば平成20年に市
民有志が始めた「まち旅」は、現在100名超の
「まち旅サポーター＆ナビゲーター」を生み出し、
100以上の地域発見の旅メニューを実施している。

また、業界内の横の繋がりも深まった。例えば老
舗ラーメン店主と新進の若手ラーメン店主が協力
し合ってイベントを盛り上げるなど、事業を通じ
て業界内の連携が出来つつある。

③ 個店の売上への貢献
正確な調査データはないものの、各種のイベン

トや事業は、お店の売上に貢献している。プレミ
アムグッズの引換数で簡易計算すると、平成25年
度の食の巡礼事業では、3,000万円以上の売上が
あったと試算できる。先に紹介した来福軒では、
同事業により売上が2割アップしたと言い、串焼ほ
たる川でも、久留米の焼きとりの知名度向上によ
り売上が1.5倍になったとの事である。

４ 今後の計画

① ご当地グルメと酒・文化の統合
平成26年夏、筑後の19蔵元の地酒が味わえる

「文化街 さくら屋」がオープンした。この事業は
中心市街地活性化事業の一部でもあり、会議所事
業の酒遍路とも連動した動きである。行徳課長は、
今後は筑後が有数の酒処であることをアピールし
て「日本酒の聖地」としてご当地グルメとの融合
を図りたいと考えている。また、国内で初めて栽
培から加工までの一貫生産に成功した「バニラ
ビーンズの聖地」にも取組んでいく予定である。

② ツーリズム事業への発展
行徳課長は、劇場やコンベンション機能を持つ複

合施設「久留米シティプラザ」の平成28年オープ
ンに合わせて、ツーリズム事業を展開したいと考え
ている。食文化資源とツーリズムを掛け合わせ、＜
ご当地グルメ×筑後の酒×繁華街×地場産品＝“歓
交地”久留米ツーリズム＞として、ビジネスパック
開発やご当地観光アプリによる情報発信やキャン
ペーン、「文化街 さくら屋」の展開などの計画が
ある。既にこれらの活動推進に向けて、連携会議が
立ち上がっている。

また、久留米の強みである高度医療を活用したメ
ディカルツーリズムも中期的な視野に入れている。
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久留米の繁華街・文化街にできた日本酒バー「文化街 さくら屋」。
同店は運営団体の「久留米さくら粋社」と共に、商工会議所と協力
して「文化街さくら遍路」などのツーリズム事業にも参加している。
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