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シティプロモーションとは、一般的に、従来の行政が行う広報や観光プロモーションにとどま

ることなく、行政と市民が協力し、まちの魅力を高めて内外にアピールすることで、企業や住民

の誘致や定着を図ったり、来街者や市民の交流を増やしたりすることにより、将来にわたるまち

の活力の源を得ることにつなげる活動を言います。

本市は、全国的な自治体シティプロモーション推進の動きにあわせ、平成 25 年７月から、本市

のシティプロモーションのあり方を検討するため、職員向けに「立川市シティプロモーションプ

ロジェクト」を設置し、平成 26 年５月に「立川市シティプロモーション基本指針」を策定しまし

た。そして、平成 27 年度を初年度とする立川市第４次長期総合計画において、すべての政策の展

開にあたって通底する考え方のひとつとして「積極的なシティプロモーションの展開」を基本理

念として位置づけ、総合政策部広報課にシティプロモーション担当を設置し、基本指針に基づい

て様々なプロモーション活動を行ってきました。

基本指針の策定から５年が経ち、取組みを開始してから数年が経過したことを機に、これまで

の取組みと本市の現状をふまえ、基本指針におけるシティプロモーションの目的や推進策を見直

し、本市のシティプロモーションをより充実させていくため、改訂することとしました。

１．シティプロモーション基本指針改訂の趣旨
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平成 26 年度に策定した基本指針では、以下３つのステージで構成される推進戦略により、シテ

ィプロモーションの取組みを行うこととしました。

・ステージ１ 魅力の確立（マーケティング～ブランディング）

・ステージ２ 魅力の発信（戦略的な情報発信）

・ステージ３ 愛着心の醸成

平成 27 年度以降の具体的な取組みを進めるにあたり、【ステージ１】は、立川市全体でシティ

プロモーションを実施していく機運の醸成が進んでいないことや、大掛かりな取組みとなること

から、【ステージ２】と【ステージ３】を、先行して実施してきました。

基本指針をベースに、シティプロモーションの方向性を全庁で共有するため、平成 28年度に「シ

ティプロモーション取組方針」（以下、「取組方針」という。）を策定、この基本指針をもとに、シ

ティプロモーションの活動を４つの類型として示し、以下のプロモーションに力を入れて取り組

むこととしました。

<シティプロモーション取組方針>

〇分かりやすく伝えるプロモーション

〇新しい魅力をつくるプロモーション

〇つなげるプロモーション

〇戦略的報道・広報プロモーション

平成 27 年度から平成 30 年度にかけて、「魅力の発信」「愛着心の醸成」を戦略的に進めるため、

さまざまな取組みを実施しました。主な実施事業について、取組方針の４つの類型にそって以下

に示します。

（ア）分かりやすく伝えるプロモーション

〇市が行っている取組み、地域資源を分かりやすく伝えるイメージアップ事業

・チラシ、ポスターの改善研修の実施

ふだん作成しているチラシのデザインを見直す過程で事業内容についてもあらためて見直

すことができる研修を実施しました。

・広報アドバイザーによる助言

立川食べ切り協力店事業（協力店 73 店舗に増加）、ファーレ立川アート事業、輝く個店Ｐ

Ｒ事業（たらった立川ＷＥＢサイト）などについて助言を受けました。

（イ）新しい魅力をつくるプロモーション

〇フリーマガジン「#Tag magazine（ハッシュタグマガジン）」の発行

たちかわ創生総合戦略のメインターゲットである 25 歳～39 歳前後の女性にむけ、立川を

２．これまでの取組み

（１）シティプロモーション取組方針の策定

（２）実施事業

（１）シティプロモーション取組方針の策定
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今までにない切り口で編集したフリーマガジンを発行しました。このフリーマガジンの発行

に付随して、ＳＮＳを活用した情報発信も行っており、インスタグラム、フェイスブックの

アカウントで最新情報を発信しています。

〇たちかわ交流大使の委嘱と知名度を生かしたＰＲ事業

市内在住のジャズピアニスト・山下洋輔氏をたちかわ交流大使に委嘱し、コンサート、市

内中学校での出張授業などを行い、立川への愛着・誇りの醸成と対外的なＰＲを実施しまし

た。

（ウ）つなげるプロモーション

〇ＪＲ南武線沿線自治体と連携したシティプロモーション事業

南武線沿線５自治体（立川市、国立市、府中市、稲城市、川崎市）で連携し、南武線沿線

の魅力を伝える事業を実施。各市の広報紙で連携した情報発信やインスタグラムを活用した

フォトコンテストを実施しました。

〇プロスポーツチームと連携したシティプロモーション事業

本市と協定等を結んでいるプロスポーツチームと連携し、市役所を活用しての優勝報告会

の実施など市民も一緒にプロスポーツの応援を楽しみながら、立川への愛着を高める取組み

を実施しました。

（エ）戦略的報道・広報プロモーション

〇積極的なパブリシティ

市長の定例記者会見での発表や立川市政記者クラブへのプレスリリースにより、報道機関

に対して積極的な情報発信を行いました。定例記者会見では、予算案発表の資料を全面的に

見直し、発信力の高い構成としました。

〇魅力的な広報の作成

「広報たちかわ」の紙面で、単に市の事業をお知らせするだけにとどまらない、読んで楽

しく、わかりやすい記事を掲載しました。

〇立川市公式ツイッター

市のお知らせだけにとどまらない、タイムリーな情報発信を行っており、平成 31年１月現

在のフォロワー数は約 8,220 人となっています。

#Tag magazine (ハッシュタグマガジン）南武線沿線フォトコンテストポスター
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少子高齢化を背景とした人口減少の進展は全国の自治体が共通して抱える課題であり、本市に

おいても人口減少が予測されています。この先、人口全体の減少が進むことで、まちに積極的

に関わろうとする「担い手」は、より減少することが想定されます。

立川市が目指すまちづくりの将来像である「にぎわいとやすらぎの交流都市 立川」を実現し

つつ、持続的な発展を継続するためには、立川市第４次長期総合計画の基本理念に位置づけられ

たシティプロモーションを活かし、将来にわたるまちの活力となる「担い手」を増やす努力を

していく必要があります。

本指針でいうまちの「担い手」は、単純に人口を指すのではなく、まちに住む人や関わる人

のうち、まちに対する思いが強く、それに基づいた行動をおこしてくれる人を指します。持続

可能なまちづくりのためには、「担い手」が増えることが理想のかたちですが、「担い手」を増

やすことは一朝一夕にはできません。

立川に関わる人それぞれの「思い」の総量を増やし、まちの「担い手」となり得る人に働き

かけていく、あるいは、行動に移してもらう可能性を引き上げるには、継続的なシティプロモ

ーションが必要です。

立川市のシティプロモーションは、この「思い」を以下の４つの「意欲」としてとらえ、

これらの「意欲」の総量を増やすことを目的として進めていきます。

立川をお勧めしたい、地域活動などに参画したい、まちをよくしようとする働きに感謝したい、

という思いの強さの総量が増すことで、担い手の活動が促進され、持続的な将来にわたる活力が

生み出されます。

３．立川市のシティプロモーションの目的

（１）持続的な発展のために

（２）立川市のシティプロモーション
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４．これからの推進戦略

本市の持続的な発展を目指し、将来にわたるまちの活力となる「担い手」を増やしていくため

のシティプロモーションを推進する戦略として、「３．立川市のシティプロモーションの目的」で

示した、市の魅力を推奨する意欲、地域活動へ参画する意欲、地域で活動する人への感謝する意

欲が増えるような取組みを次の４つの視点で実施します。

市民等に立川の情報を効果的に届け、立川への関心を持続させ、高めるような仕掛けをして

いくために、下記のとおり、情報に接する各段階で、情報を受け取る着地点を整備し、より詳

しい情報へのアクセスを促すことが必要です。また、立川の情報を、市だけではなく事業者や

市民団体などとともに共有、発信していくことも検討します。

４．これからの推進戦略

（１）情報に接する段階に応じた情報発信
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シティプロモーションは、まちを愛し、ひいてはまちに参画してくれる可能性のある人やそ

の思いを市の業務に取り込んでいくことができるチャンスです。日常業務で市民の４つの

意欲〔推奨意欲（市内）、参画意欲、感謝意欲、推奨意欲（市外）〕を増やす取組みを組み込ん

でいくことができるよう、職員の意識の浸透に努め、取組みが評価される仕組みづくり

を行います。

（ア）日常業務で市民等の４つの意欲を増やす

市の業務として行う大規模なイベントやＰＲ事業も、推奨意欲などを増やすことに寄与す

るものですが、窓口での好ましい接遇や市民団体との協働など日常業務でできるプロモーシ

ョンは多々あります。

①日常業務でのシティプロモーションの啓発

日常業務の中で、例えば、窓口での好ましい接遇、地域で安心できる相談や支援の取組み、

わかりやすいチラシや通知などは、すべて市内外の推奨意欲を増加することに寄与します。

このことに気づき、意識して業務に当たるよう研修や職員向けのニュースなどを通じて啓発

します。

②市民等意欲のモニタリング

・４つの意欲〔推奨意欲（市内）、参画意欲、感謝意欲、推奨意欲（市外）〕を増やすことが

期待できる取組みにおいて、できるところから意欲のモニタリングを実施します。イベン

トや展示、講座などを実施する際、アンケート調査などで実施前と後の意欲の変化を計り、

シティプロモーションの視点での成果として把握します。

・モデルとなる事業等を庁内会議などで定期的に報告し、シティプロモーションの成果とし

てインナープロモーションを行います。

（イ）各課へのヒアリング

シティプロモーション担当が、各課へヒアリングを実施し、シティプロモーションへの関

心を各課に持ってもらうとともに、事業企画段階から相談ができるよう働きかけます。

（ウ）研修の実施

日常業務におけるシティプロモーションの組み込み方、市の魅力を発掘するワークショ

ップなど実践的な研修を職層別等で行うことで、シティプロモーションを日常業務にとり

いれられるよう働きかけを行います。例えば、若手職員中心の研修では、シティプロモー

ションをテーマとして取り入れるということも考えられます。

（２）行政内部におけるシティプロモーション意識の醸成
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シティプロモーションを効果的に進めるためには、情報発信に加え、「立川らしいライフスタ

イル（ブランド）」を提起し、まちに関わりたいという意欲を喚起していく必要があります。

特に、市外に向けての意欲の掘り起しについては、どういった人に立川のブランドに共感し

てもらいたいのか、関心を持ってもらいたいのかを検討し、情報発信を集中的に行うターゲッ

トを決めることも重要です。このターゲットは、長期間同じである必要はなく、常にそのター

ゲット設定が適切かどうかを判断していく必要があります。

（ア）市民参加による立川らしいライフスタイル（ブランド）を表現するメッセージの作成

市民（特に転入したての市民）が、ワークショップ等で、立川の良いところを出し合い、

共有してメッセージを作成します。参加者をはじめとした市民に、当事者意識を持ってもら

うことができ、その後も、市民や事業者がそのブランドメッセージを共有し、活用していく

ことにつながります。

（イ）市外ターゲットの確定

立川らしいライフスタイル（ブランド）のメッセージが確定したのち、市外における立川

市のブランドへの共感を獲得可能な人たち（市外ターゲット）の明確化や分析を行います。

（ウ）立川らしいライフスタイル（ブランド）のマネジメント

立川らしいライフスタイルは、常に変化し続けるものであり、永遠に同じものであること

はありません。したがって、設定したブランドメッセージは、常に点検をし、管理していく

必要があります。シティプロモーションが成熟していく過程では、立川に関わる人たち自ら

の動きが出てくる可能性もあります。

シティプロモーションは、市だけでできるものではありません。市民や事業者が行う活動も

市の魅力、イメージとして立川をかたちづくる重要な要素です。市民や事業者の活動について

の情報収集、後方支援などを行っていきます。

（ア）４つの意欲〔推奨意欲（市内）、参画意欲、感謝意欲、推奨意欲（市外）〕を増やす事

業の後方支援

市民や事業者の皆さんが実施する、市のイメージをアップする、盛り上げるなど、市民の

４つの意欲〔推奨意欲（市内）、参画意欲、感謝意欲、推奨意欲（市外）〕を増やすような事

業について、立川に愛着を持たせるような事業である、あるいは、立川のイメージを向上さ

せるような事業であるなどいくつかの条件設定をして後方支援する仕組みを検討します。

（３）立川らしいライフスタイル（ブランド）の提起とターゲット層の確定

（４）市内のシティプロモーション活動への支援
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図表１ 修正地域参画総量（ｍGAP）の模式図

（イ）シティプロモーションの場の設定

ＳＮＳなどを活用し、市民や事業者を含めた、立川に関わる主体が、立川らしいライフスタ

イルを発信できるような場の設定に向けた研究をします。
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５．シティプロモーションの評価

シティプロモーションは、広報・ＰＲを行うだけでなく、そのことにより、立川に住む人たち

や、外から立川に共感する人たちによる、まちをお勧めしたい、まちをより良くする取組みを行

いたいというような気持ちや意欲を増やす取組みです。意欲の増加の成果を計るため、下記のよ

うなアンケートを行った上で、ｍＧＡＰ（修正地域参画総量©東海大学文化社会学部広報メディア

学科河井孝仁教授）を用い、定住人口や地域外ターゲット人口を乗じることで得られる数値をモ

ニタリングし、評価の方法として用います。地域外ターゲット人口は、立川のブランドに共感す

る可能性のある市外の人の数をサンプル調査で推定します。

４つの意欲をＮＰＳ（ネット・プロモーター・スコア）1を参考に定量化し、この各人口と掛け

合わせた数値を足し上げることで、ｍＧＡＰ（修正地域参画総量）を割り出します。

シティプロモーションの観点から定期的に評価し、立川に対する興味、立川で何かしたいとい

う意欲など、立川に対するポジティブなイメージを数値化します。これらの結果を施策へ反映す

るというサイクルを継続的に実施することで、各事業でのシティプロモーションが円滑に行われ

るようになります。

（１）市内在住者に対するアンケート（年１回）

市民満足度調査などの機会をとらえ、市民に対して下記、３つの意欲を計測します。

（ア）立川市をお勧めしたいという思い（推奨意欲・市内）

（イ）地域活動に参加したいという思い（参画意欲）

（ウ）まちをよりよくしようとする働きに感謝する思い（感謝意欲）

（２）市外へのＷＥＢアンケート（年１回）

ブランドの提起と市外ターゲット層の確定を行った後、その市外ターゲットに対して、ＷＥ

Ｂ上でアンケートを実施し、立川をお勧めしたいという思い（推奨意欲・市外）を計測します。

（３）シティプロモーションモニターの設置（毎月）

上記、年１回の評価では、災害や事故の発生など、ネガティブな出来事や情報が直前に起こ

った場合、計測結果が非常に悪くなるという場合も想定されます。そうした場合に備えて、市

内・市外のモニターを設置し、毎月簡単な質問に答えてもらうＷＥＢアンケートを実施するこ

とで、上記アンケートで取りきれない、トレンドとしての状況を把握することが可能となりま

す。

1 ＮＰＳ（ネット・プロモーター・スコア）：10から 0までの意欲の強さを尋ね、８以上と答えた人のパーセン

トから５以下と答えた人のパーセントを引き算することによって求めます。

５．シティプロモーションの評価
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図表２ 修正地域参画総量（ｍGAP）模式図

図表３ 地域推奨意欲の求め方

出典：河井孝仁『「失敗」からひも解くシティプロモーションーなにが成否を分けたのか』、第一法規株式会社、2017

※本市の取組みでは、「地域外ターゲット人口」を「市外ターゲット人口」と読み替えて用います。

出典：河井孝仁『シティプロモーションでまちを変える』、彩流社、2016
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６．推進方策

（１）第４次長期総合計画での位置づけ

シティプロモーションの推進は、立川市第４次長期総合計画「まちづくりの基本理念」およ

び前期基本計画「まちづくり戦略」で示され、総合計画全体に通底する考え方となっています。

このことは、計画に基づく施策の全てにおいて、シティプロモーションの視点を持って取り組

むということであり、本市のすべての事業でシティプロモーションを推進することを示してい

ます。令和２（2020）年度を初年度とする後期基本計画においても、計画に通底する概念とし

て、本基本指針を踏まえたシティプロモーションの考え方を明確に位置づける必要があります。

（２）推進体制

（ア）シティプロモーション推進検討委員会

産業・文化芸術・スポーツ・環境・福祉などを所管する部課長で構成する会議で、成果

指標の進捗管理や各事業への評価の反映、情報発信手法の検討、ブランドおよびターゲッ

トの見直し等を行います。

委員長 総合政策部長

副委員長 産業文化スポーツ部長

企画政策課長

広報課長

人材育成推進担当課長

産業観光課長

協働推進課長

地域文化課長

スポーツ振興課長

オリンピック・パラリンピック準備室長

子育て推進課長

まちづくり推進課長

福祉総務課長

環境対策課長

教育総務課長

（イ）市民・事業者との連携

本市は、市民等との協働のまちづくりを進めています。これにならい、立川に関わる４

つの意欲を増加させるような各部署の施策・事業について、関係部署だけではなく、その

施策などに関係する団体等とも積極的に連携していく必要があります。

・シティプロモーションを担当する広報課をはじめ、外部団体とつながりのある部署が、

民間事業者の動きなどの情報収集を積極的に行います。

・市は、それらの情報を全庁的に共有し、事業者や団体などをつなぐハブとなるよう努め、

６．推進体制
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多様な主体が連携、協働して交流人口・2関係人口の増加につながる事業を検討し、市の魅

力に関する情報発信を行っていきます。

2 「関係人口」とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人々を指す言葉.
〔総務省ホームページより〕
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