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Love my town
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研究主幹

地方都市の書店に行くと、地元タウン誌が雑誌

ような、楽しいことをそこから発見できるようなレ

コーナーの最も目立つところに置かれ、売上人気

イアウトにするなどの工夫をして、紙媒体の読み物

№１を誇っている。

としての魅力を追求している。例えば、ラーメン特

行動的な若者のほとんどが読んでいるという地元

集では、個性ある店主の顔写真をのせたり、こだわ

タウン誌。サイズはＡ４或いはＢ５で約200ページ

りについて聞いてみたり、誌面にメリハリをつけた

に及び、毎月発行、定価350円程度の、タウン情報

り、味を表現する文章も実に豊かだ。案内図や現地

全国ネットワークに加盟しているものが全国で30誌

写真が分かりやすいなど、かゆいところに手が届

ある（地図参照）
。グルメやファッションなどのお

く。

店 情 報、 エ ン タ ー テ イ メ ン ト、 温 泉 な ど の レ

全国の情報誌が苦戦している中、地元タウン誌が

ジャー、子育てなどの生活情報が盛りだくさんで、

売上を伸ばしている訳には、こうした生活に密着し

札幌や仙台など多いところでは、毎月約６～７万部

た、きめ細かい情報の充実にあるのだろう。

を発行している。

全国のタウン誌をみると、それぞれの特徴があ

わが国初は、約40年前の1973年に創刊された「な

る。「にいがたタウン情報」のように音楽や演劇関

がの情報（現・ながの情報 FREE）
」である。長野

係者のインタビューがのっているもの、徳島の「あ

市の印刷会社の社長が米国に行った際、まちを詳し

わわ」のように地元の高校生、会社員、主婦が登場

く紹介している雑誌に出会い、自分たちにもできる

するもの、長野の「KURA」のようにまちおこし的

かもしれないと思ったのがきっかけだった。発行

なもの、「タウン情報おかやま」のように路面店や

後、中堅印刷会社でつくるネットワークで話題とな

バーゲン情報まで網羅しているもの、読者からの投

り、盛岡（1974年）
、仙台（1975年）
、松山（1975

稿コーナーが充実しているものなどなど。

年）
、福岡（1976年）で次々と創刊された。いま

宇都宮の「もんみや」は、東京に向きがちな若者

も、地元の印刷会社や出版会社などが編集に携わ

の目を地元に向けさせようと、1977年に創刊された

り、 そ の 誌 面 か ら は、 つ く り 手 の「 Love my

街ネタ満載の冊子だ。宇都宮は、緑が多く農作物が

town」の気持ちが伝わってくる。

採れる食が豊富な土地柄に加え、周辺も含めて４つ

７～８年前から、お店情報を掲載したフリーペー
パー（無料配布）が、地方都市で流通するようにな

のプロスポーツ（アイスホッケー、バスケ、自転
車、サッカー）が存在する。

り、タウン誌のライバルになるとみられた。しか

発行元の㈱新朝プレス代表取締役の橋本大輔氏

し、タウン誌では、地元に住んでいるからこそ分か

は、「生活に密着したグルメやスポーツイベントが

る有益な情報を選び、丁寧に取材して記事を充実さ

たくさんあり、これからもっと盛り上がるだろう。

せることで、営業のクーポン発行が主目的のフリー

読者数も増え、手応えを感じている。」と元気よく

ペーパーと差別化を図っている。

語った。

ネット情報があふれる今日、画一的な枠組の表示
になりやすいネットに対して、読む人が楽しくなる
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My town を愛する気持ちは、確実に地域の未来
につながっている。
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