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寝 屋 川 市

はじめに
人口減少、少子高齢化が進行する中、寝屋川市が将来にわたって持続的に発展
していくためには、定住人口を維持しなければなりません。2016 年２月に策定し
た「寝屋川市人口ビジョン」では、人口減少に対応するため、市民の定住を促進
する施策を実施する必要があるとしており、2040 年の目標人口を 20 万人と設定
しています。
この目標を達成するためには、寝屋川市が魅力あるまちとして、市内外の人た
ちから「住みたい、住み続けたい」と選ばれる必要があります。そのためには、
寝屋川市に関心を持つ人を増やし、「寝屋川市はいいところだ」「いいところに住
んでいるね」という共感や納得を得て、「住む」「来訪する」「参加する」「推奨す
る」など、寝屋川市と関係する人を増やす取組を進めなければなりません。
そのための取組の一つが、「シティプロモーション」です。
「寝屋川市シティプロモーション戦略基本方針」（以下「基本方針」という。）
は、市のシティプロモーションの方向性を定め、市全体のシティプロモーション
や、各部局で個別に行われるシティプロモーションの指針となるものです。目標、
主体、対象者、対象地域、成果指標などの具体的な内容を定めるとともに、今後
の具体的な取組につながる方向性を整理し、シティプロモーションを戦略的に推
進するための考え方を示しています。
シティプロモーションは、市全体（マクロの視点）で、取組を推進していく必
要があります。また、効果をより高めるため、各部局（ミクロの視点）での取組
を積み上げていくことも重要です。市の魅力となり市内外に PR できる重要な素
材として、各部局が推進している特長的な施策・事業が挙げられます。この基本
方針を活用して、市職員全員がシティプロモーションに関する共通の認識・視点
を持ち、マクロ・ミクロの双方の視点から、特長的な施策・事業を積極的に PR す
ることで、シティプロモーションを推進していきます。
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１

寝屋川市の現状
⑴

人口の特徴
【ポイント】
将来推計人口に比べ、減少数は改善されています。
寝屋川市の人口は、2015 年の国勢調査では、237,518 人（2016 年 10 月公
表）となっています。この数字は、2016 年２月に策定した寝屋川市人口ビ
ジョンによる推計値（234,643 人）、また、国立社会保障・人口問題研究所
（以下「社人研」といいます。）が公表している推計値（232,864 人）より
も、減少数が大幅に縮小しています。この結果から、過去のデータを基に算
出された推計値よりも、実際の人口減少は現時点では改善されていること
が推測されます（図表１）。

図表１ 国勢調査・人口ビジョン・社人研推計比較

（人）

出典：2015 年国勢調査、寝屋川市人口ビジョン、社人研推計（2013 年３月推計）
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【ポイント】
年少人口の割合が低く、老年人口の割合が高くなっています。
2015 年国勢調査において、寝屋川市の人口形態は、大阪府と同様、いわゆ
る、
「つぼ型」となっています。14 歳以下の人口（年少人口）割合が低く、65
歳以上の人口（老年人口）の割合が高くなっています（図表２）。
また、寝屋川市の高齢化率（約 29 パーセント）は大阪府の高齢化率（約 26
パーセント）を上回ることから、高齢化率が大阪府内でも比較的高い状況にあ
ります（図表３）。

図表２

寝屋川市・大阪府の人口ピラミッド

＜寝屋川市＞

＜大阪府＞

出典：2015 年国勢調査

図表３

寝屋川市・大阪府の３区分別人口割合

年少人口
（15 歳未満）

（単位：％）
生産年齢人口
（15 歳以上 65 歳未満）

老年人口
（65 歳以上）

寝屋川市

10.9

60.4

28.7

大阪府

12.5

61.3

26.2
出典：2015 年国勢調査
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【ポイント】
25 歳から 34 歳までの若い世代が転出超過となっています。
住民基本台帳人口移動報告において、直近５年間の寝屋川市の転出入につい
ては、15 歳から 19 歳までと、80 歳以上の世代を除く全ての世代において、転
出超過となっています（図表４）。
15 歳から 19 歳までの世代については、市内の大学等への入学をきっかけと
する転入者の増加に伴い転入超過となっています。一方で、一般的に子育て世
代とされる 25 歳から 34 歳までの世代における転出超過が際立っています。大
学卒業後の就職、子どもの就学等をきっかけとして市から転出している人が多
く存在することが推察されます。

図表４

５歳階級別転出入超過数の推移（2012 年～2016 年平均）

（人）
36
３

△４

△７

△14
△40

△11

△12
△36

７

６

△14

△27
△42

△96
△114

△129

△179
△204

出典：住民基本台帳人口移動報告
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⑵

市民の意識

【ポイント】
市民の約 57 パーセントが「住みやすさ」を感じているものの、約７パーセ
ントが「住みにくさ」を感じています。
第五次寝屋川市総合計画後期基本計画策定に関する市民意識調査（以下
「2014 年市民意識調査」といいます。）の結果では、「住みよい」が 53.6 パー
セントで最も高くなっています。
「非常に住みよい」と「住みよい」を合わせた
56.5 パーセントの人が『住みやすさ』を感じると評価しています。
一方で、
「非常に住みにくい」と「住みにくい」を合わせた 7.2 パーセントの
人が『住みにくさ』を感じると評価しています（図表５）。

どの世代においても、
『住みやすさ』が『住みにくさ』を大きく上回っていま
す。
20 歳代については、他の世代と比較すると『住みにくさ』の割合が高いこと
がうかがえます（図表６）。

図表５ あなたは、寝屋川市を住みよいまちだと思いますか。（全体）

出典：2014 年市民意識調査
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図表６ あなたは、寝屋川市を住みよいまちだと思いますか。（年代 別）

出典：2014 年市民意識調査
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【ポイント】
寝屋川市のイメージとして、市民の約 22 パーセントが良いイメージを感じ
るとしています。しかし、約 41 パーセントは良いイメージを感じないと回
答しています。

2014 年市民意識調査の結果では、寝屋川市のイメージが良いと「あまり感じ
ない」という回答が 27.3 パーセントとなっています。「感じる」と「少し感じ
る」を合わせた良いイメージを感じる人の割合は 22.0 パーセントです。「感じ
ない」と「あまり感じない」を合わせた良いイメージを感じない人の割合の 41.4
パーセントを下回っています（図表７）。

70 歳以上の世代では、良いイメージを感じる人が良いイメージを感じない人
を上回っているのに対し、69 歳以下の世代では良いイメージを感じない人が良
いイメージを感じる人を上回っています。しかしながら、20 歳代については、
30 歳から 69 歳までの世代と比較すると良いイメージを感じる人の割合が高い
ことがうかがえます（図表８）。

図表７ あなたは、寝屋川市のイメージが良いと感じますか。（全体）

出典：2014 年市民意識調査
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図表８ あなたは、寝屋川市のイメージが良いと感じますか。（年代 別）

出典：2014 年市民意識調査
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⑶

まとめ
内容

人口の特徴

現状
・15 歳から 19 歳までの高校生・大学生世代は、転入超過と
なっています。
・25 歳から 34 歳までの子育て世代の転出超過が、際立って
います。
・人口の減少幅は改善されています。しかし、人口に占める
高齢者の割合は高くなっています。

市民の意識

・市民の半数以上が、住みやすいと感じているものの、約７
パーセントが、住みにくいと感じています。
・高齢者の世代よりも、若者世代の方が『住みにくさ』が高
くなっています。
・寝屋川市のイメージについて、良くないと感じる人の割合
（約 41 パーセント）が、良いと感じる人の割合（約 22 パー
セント）を上回っています。70 歳以上の世代では、良いと感
じる人が多い一方で、69 歳以下の世代では、良くないと感じ
る人が多くなっています。

《寝屋川市が目指す方向性》
①

15 歳から 24 歳までの若者世代については、現在市に居住・在学してい
ることをきっかけとして、「就職後の居住地として寝屋川市を選択する」
「将来、寝屋川市へＵターンする」ための定住促進を図る。

②

25 歳から 34 歳までの子育て世代の転出抑制・転入促進を図る。

③

70 歳以上の世代だけでなく、69 歳以下の世代においても、市に対して
良いイメージを持つ人を増やす。

以上の方向性を実現するため、寝屋川市では、戦略的かつ効果的
なシティプロモーションを推進します。
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２

シティプロモーションの定義 ～寝屋川市のシティプロモーションとは～
寝屋川市が市内外の人たちから愛されるために、市の認知度やイメージを向
上させるとともに、市内外の人たちからの関心・共感・納得を得ることで、定
住人口の維持に寄与する一連の活動のことをいいます。

３

シティプロモーションの目的 ～寝屋川市が達成すべき使命～
１

市民やこれから市民になる人たちが、寝屋川市に愛着と誇りをもって、将
来にわたって幸せに生活できる（活動できる）こと

２

寝屋川市が、魅力あるまちとして、将来にわたって持続的に発展していく
こと

を目指します。

図表９

シティプロモーションの目的
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2010 年２月に策定した「寝屋川市ブランド戦略基本方針」では、市の地域資
源を組み合わせることで新たな価値を創出し、寝屋川市という地域そのものを
戦略的・継続的に情報発信することで、市のイメージアップを図ることとしま
した。
この基本方針では、これまでの取組に加え、市の特長的な施策・事業も魅力
の１つとして位置付け、市の認知度やイメージを向上させます。そして、市内
外の人たちから、市の魅力に対する関心・共感・納得を得て、寝屋川市を推奨
する人や寝屋川市のために活動する人の輪を広げる（関係人口を増加させる）
ための取組を進めます。
これらを経て、定住人口を維持し、市民満足度を向上させることを目的とし
ます。

関係人口とは
この基本方針では、市内に居住しているかどうかは問わず、寝屋川市や寝屋川
市民に対して思い（関心・共感）を寄せ、多様な形で寝屋川市と関係している（又
は関係を求めている）人口を「関係人口」と定義します。
具体的には以下のような人を想定しています。
・寝屋川市で生まれ育ったが離れて暮らしている人
・寝屋川市で働いている人、通学している人又は活動している人
・寝屋川市内のイベント・行事に参加する人
・寝屋川市に来訪する人（観光客など）
・寝屋川市を応援する人（ふるさと納税者、寝屋川市のファンなど）
・寝屋川市に興味・関心を持っている人

４

等

この基本方針の位置付け
この基本方針では、市の魅力、地域資源、特長的な施策等を戦略的にプロモ
ーションするため、プロモーションに当たり必要な視点（目標、主体、対象者、
対象地域、成果指標など）をまとめています。
また、この基本方針は、市職員が施策・事業を立案又は実施する際、関係人
口の増加や定住人口の維持に寄与する活動の効果を高めるために、市が保有し
ている資源（ヒト、モノ、カネ、情報、時間、ノウハウなど）をどのように配
分すれば良いかまとめたものです。
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５

具体的な目標
シティプロモーションの目的である「定住人口の維持」を実現するためには、
「転出を抑制する」視点と「転入を促進する」視点双方からの取組が必要です。
「転出を抑制する」視点では、市内（市民）を対象としたインナープロモーシ
ョン ※ を強化すること、また、「転入を促進する」視点では、市外（これから市
民になる可能性がある人）を対象としたアウタープロモーション ※ を推進する
ことが重要です。さらに、多くの学生が通学している寝屋川市の特徴をいかし、
学生を対象としたフューチャープロモーション ※ の視点で取り組むことも有効
だと考えられます。
それぞれのプロモーションにおいては、市が保有している様々な資源（ヒト、
モノ、カネ、情報、時間、ノウハウなど）を効果的に分配し、一連の活動の成
果を高める必要があります。そのためには、活動の段階（フェーズ）に応じて、
プロモーションを着実に進めていかなければなりません。

⑴

インナープロモーション
インナープロモーションでは、市職員を起点に、市の魅力に気付き、その
魅力を高めていく人材を増やします。また、その人材の活動を支援し、活動
の輪を広げるための取組を推進します。
そのために、まずは、市職員がスタッフプライド ※ を持って行動し、市の魅
力を積極的に発信することが大切です。次に、この動きを市職員だけではな
く、市民、市内の事業者・関係団体と連携した「オール寝屋川」の取組とし
て、協働を拡大していくことが効果的です。
インナープロモーションについては、第１フェーズでは「スタッフプライ
ド育成」、第２フェーズでは「協働人口 ※ 増加」を目標に掲げることとします。

⑵

アウタープロモーション
アウタープロモーションでは、市外における寝屋川市の認知度を高めるこ
とで、市外の人の寝屋川市に対する関心を得ます。また、市が持つ魅力に共

※

下線のある用語の定義については、14 ページ「主な用語の説明」を参照のこと。
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感・納得してもらうことで、“住む”“来訪する”“活動する”“推奨（応援）
する”などの行動を促進し、拡大させる取組を推進します。
そのためには、市の魅力を市外に広く発信し、寝屋川市の認知度を上げ、
市外の人からの共感・納得を得る必要があります。また、市だけが情報を発
信するのではなく、市の魅力に共感・納得してくれる人に働きかけ、市を推
奨する人を増やすことで、市の魅力をより拡散させることが期待できます。
アウタープロモーションについては、第１フェーズでは「認知度拡大」、第
２フェーズでは「情報交流人口 ※ 増加」を目標に掲げることとします。
アウタープロモーションでは、寝屋川市を含む広域（北河内地域、京阪本
線沿線、JR 学研都市線沿線など）エリアのイメージ・認知度を高めることで、
寝屋川市の認知度向上も期待できます。また、広域エリアの住民を増やすこ
とで、寝屋川市にとっては、結果的市民 ※ を増やすことも可能です。市のイメ
ージ・認知度がさらに高まれば、寝屋川市にとっての意識的市民 ※ も増えると
考えられます。このような相乗効果を図るため、アウタープロモーションは、
北河内地域、京阪本線沿線、JR 学研都市線沿線などの広域で協力し、近隣自
治体や関係事業者との連携も視野に入れます。

⑶

フューチャープロモーション
大学の進学時における居住地の選択は、その人にとって初めての転居とな
る場合も多く、その後の居住地の選択に影響を及ぼすこともあるほど、大き
なライフイベントであると言えます。
寝屋川市内には大学・高専があり、多くの学生が市に通学し、学生生活を
送っています。また、市の事業・イベントに参加し、まちづくりや地域の活
性化に協力している学生も大勢います。これらの学生が市に居住・在学して
いることをきっかけとして、
「就職・進学後の居住地として、寝屋川市を選択
する」
「将来、寝屋川市へＵターンする」などの定住促進を図ることができれ
ば、学校を卒業した後も、将来にわたって寝屋川市に住むことが期待できま
す。

※

下線のある用語の定義については、15 ページ「主な用語の説明」を参照のこと。
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そこで、「人口還流（15 ページ「主な用語の説明」を参照）」の視点から、
将来、自身の居住地に寝屋川市を選択する人を増やすために、学生を対象と
した「フューチャープロモーション」を展開することとします。

寝屋川市のシティプロモーションは、インナープロモーションとアウタープ
ロモーションを柱とし、そこにフューチャープロモーションを加えた「２プラ
ス１プロモーション」として、

2040 年時点での定住人口 20 万人
を目標数値に掲げ、様々な取組を進めていきます（図表 10）。

図表 10

２プラス１プロモーションの具体的な目標

※19 ページ「シティプロモーションの担い手（アンバサダー）」を参照のこと。
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【主な用語の説明】
インナープロモーション
マーケティングでは、商品（サービス）に対する理解を深め、販売への意欲を維
持・向上させるため、社内や関係者に対して行われるプロモーションのことをい
います。
この基本方針では、市の魅力、地域資源、特長的な施策（行政サービス）などに
対する市内の認知度を高め、関心・共感・納得を得て、関係人口や協働人口を増や
すために、市民（市職員を含みます。）に対して行うプロモーションと定義します。

アウタープロモーション
インナープロモーションの対となる活動です。
この基本方針では、市の魅力、地域資源、特長的な施策（行政サービス）などに
対する市外の認知度を高め、関心・共感・納得を得て、関係人口や協働人口を増や
すために、市外の人たちに対して行うプロモーションと定義します。

フューチャープロモーション
この基本方針では、
「就職・進学後の居住地として寝屋川市に住む」
「寝屋川市に
Ｕターンする」など、将来、自身の居住地として寝屋川市を選択してもらえるよう
に、市内に居住・在学している学生に対して行うプロモーションと定義します。

スタッフプライド
寝屋川市が魅力あるまちとして将来にわたって持続的に発展するためには、市
職員一人一人が、寝屋川市の一員であるという当事者意識や責任感を持って、主
体的かつ積極的にまちづくりに取り組む必要があります。
この基本方針では、市職員が施策・事業を立案又は実施するだけではなく、寝屋
川市や寝屋川市民に対して思い（関心・共感）を寄せ、寝屋川市を良いまちだと誇
りに思うとともに、市内外に推奨（自慢）できる気持ちと定義します。

協働人口
協働について、寝屋川市みんなのまち基本条例では「市民、行政その他まちづく
りに関わる様々な立場の人が相互に尊重し合い、それぞれの役割及び責任を分担
し、対等な立場で協力して、ともに活動すること」と定義しています。
この基本方針では、条例の理念を基本とし、市内外を問わず、寝屋川市や寝屋川
市民に対して思い（関心・共感）を寄せ、市民や行政と共に寝屋川市のために活動
する人口と定義します。
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情報交流人口
国土交通省では、
「自地域外（自市区町村外）に居住する人に対して、何らかの
情報サービスを行う等の『情報交流』を行っている『登録者人口』のこと」と定義
しています。
この基本方針では、市内外を問わず、市の魅力、地域資源、特長的な施策（行政
サービス）などに共感・納得し、情報交流媒体を用いて周りの人に積極的に発信・
推奨する人口と定義します。

結果的市民と意識的市民
結果的市民とは、その市に「住みたい」「住み続けたい」と決めたのではなく、
他の理由があり、結果的にその市に住んでいる（移ってきた）市民を意味します。
一方、意識的市民とは、その市に「住みたい」「住み続けたい」と決めて、意識的
にその市に住んでいる（移ってきた）市民のことをいいます。
結果的市民は、居住地を具体的に絞り込んでいたわけではないため、転出する
可能性が高いと言えます。一方で、意識的市民は、居住地を自ら選んで住んでいる
（移ってきた）ため、長く住み続ける可能性が高く、地域活動に参加しようとする
意向（その地域を創り上げていくという意思）が強いと考えられます。

人口還流
還流には、
「流れがもとの方向をとって、帰ること」
（岩波書店国語辞典）という
意味があります。そこから転じて、Ｕターン、Ｊターン、Ｉターンといった人口移
動の現象を指します。
一般的には、
Ｕターン…生まれ育った場所から進学や就職を期に移住した後、再び生まれ育
った場所に移住すること
Ｊターン…生まれ育った場所から進学や就職を期に移住した後、生まれ育った
場所にほど近い地域に移住すること
Ｉターン…生まれ育った場所から進学や就職を期に、別の地域に移住すること
としています。
この基本方針では、市で生まれ育った人、市に通勤・通学していた人、市と何ら
かの関係があった人、市に住むことを魅力に感じた人などが、市外から寝屋川市
へ移り住むことと定義します。
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６

対象者
①

インナープロモーションについては、多くの市民に「寝屋川に住み続けた
い」と思っていただくとともに、市の魅力を市内外に広く推奨していただき
たいことから、世代を問わず全ての市民を対象とします。

②

アウタープロモーションについては、就学前の子どもがいる子育て世帯を
主な対象とし、寝屋川市への来訪・定住を促進します。

③

フューチャープロモーションについては、寝屋川市内の大学・高専（大阪
電気通信大学、摂南大学、府立大学工業高等専門学校）に通う学生を主な対
象とします。

７

対象地域
①

インナープロモーションは、寝屋川市域全域

②

アウタープロモーションは、寝屋川市への転入可能性が高いと思われる大
阪への通勤圏

③

フューチャープロモーションは、大阪電気通信大学、摂南大学、府立大学
工業高等専門学校

を対象として展開します。
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【アウタープロモーションの主な対象の考え方】
寝屋川市は、大阪市内への通勤に便利なまちです。市民の従業地を見ても、大阪
市内に通勤している人が大変多いことが分かります（図表 11）。
図表 11

寝屋川市民の市外の従業地トップ５（単位：人）
市町村名
従業者数
大阪市
21,891
枚方市
6,121
門真市
5,333
守口市
3,824
東大阪市
2,083
出典：2015 年国勢調査（総務省）

また、民間企業の調査結果（※）では、大阪府内勤務の子持ちサラリーマン男性
の通勤時間平均は 52 分、理想の通勤時間は 32 分という結果が出ています。
（※アットホーム株式会社『「通勤」の実態調査 2014 関西版』）
大阪市内で、寝屋川市からの通勤時間が 32 分から 52 分までの範囲内にある地
域は図表 12 のとおりです。
この地域に従業し、寝屋川市外の地域に居住している人は、自身の居住地とし
て寝屋川市を選択する余地があると考えられます。この人たちに、寝屋川市に住
むことの利便性やメリットを訴求することができれば、市への転入につなげられ
る可能性があります。
そこで、アウタープロモーションでは、図表 12 の地域を主な対象としてシティ
プロモーションを展開し、図表 12 の地域に従業し、かつ、就学前の子どもがいる
子育て世帯の人を対象に、寝屋川市への来訪・定住を促進します。
図表 12

寝屋川市からの通勤時間が 32 分から 52 分までの範囲
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８

プロモーションイメージ
それぞれのプロモーションを行うに当たって、対象者、対象地域に対して、
どのように寝屋川市のイメージを持っていただくかを決めておく必要があり
ます。市のイメージを分かりやすいものとするため、キャッチコピーの形式で
示します。
寝屋川市のシティプロモーションのキャッチコピーは、

「意外と！？すごい！

寝屋川市」

です。

寝屋川市は、自慢できること（もの）、訴求力のある地域資源などが乏しいと
思われがちです。しかし、実は、
「まだ気付かれていない日常の中の隠れた魅力
がある」
「他の自治体と比べて先進的又は特長的な施策・事業を展開している」
など、
「意外と！？すごい！」と共感・納得していただける魅力があります。
「意
外と！？すごい！」というキーワードを入口として、寝屋川市を知っていただ
くことで、その魅力を感じることができるまちであることを表現しています。
なお、このキャッチコピーはあくまでも基本形です。行政だけではなく、市
民、事業者などにも広く使用していただくため、以下のとおり活用して使用す
ることも可能です。

「“●●”がすごい！

寝屋川市」

「“●●”」には、市職員、市民、事業者など、市に関わる人が「意外と！？
すごい！」と思う、寝屋川市の魅力などを入れます。
【例】

・子育てがすごい！

寝屋川市

・まちづくりがすごい！
・スイーツがすごい！

寝屋川市
寝屋川市

等

それぞれの用途・場面に応じたキャッチコピーとして、広く活用していた
だくことにより、積極的に市の魅力を発信していきます。
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９

推進期間
この基本方針は、第五次寝屋川市総合計画後期基本計画の期間と合わせ、2020
年度までを推進期間とします（図表 13）。
図表 13

この基本方針の推進期間
２プラス１プロモーション

2018年度

2019年度

2020年度

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

第１フェーズ
インナープロモーション

(スタッフプライド育成)
第２フェーズ
(協働人口増加)
第１フェーズ

アウタープロモーション

(認知度拡大)

⇒

第２フェーズ
(情報交流人口増加)

⇒

フューチャープロモーション
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推進体制
⑴

シティプロモーションの担い手（アンバサダー）
この基本方針では、シティプロモーションの担い手を「アンバサダー」と
呼称します。アンバサダー（Ambassador：大使）とは、
「親善大使」や「広報
大使」といった意味で用いられています。
この基本方針では、アンバサダーを、
「市の魅力、地域資源、特長的な施策
（行政サービス）などを支持（共感・納得）し、自身が行動する（住む、来
訪する、参加する等）だけではなく、周りの人に積極的に推奨する人」とし
ます。

⑵

シティプロモーションの主体（アンバサダーとなる人）
①

市職員（全部局）

②

寝屋川市ふるさと大使

③

市民、市外の人、事業者、団体など

が主体となって、オール寝屋川でのシティプロモーションを展開します。
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⑶

推進組織
シティプロモーションをより戦略的かつ効果的なものにするためには、行
政単独ではなく、市民、企業、大学等と連携して取り組む必要があります。
そこで、外部有識者等で構成される「（仮称）寝屋川市シティプロモーショ
ン推進協議会」を設置し、シティプロモーションに係る施策・事業への助言、
意見交換等を行います。
また、アウタープロモーションについては、寝屋川市を含む北河内地域、
京阪本線沿線、JR 学研都市線沿線などの広域エリアの認知度の向上、来訪者
の増加、結果的市民の増加を図るため、近隣自治体や関係事業者との連携を
視野に入れます（11、12 ページ「アウタープロモーション」を参照）。
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11

成果指標（アウトカム）・事業指標（アウトプット）
シティプロモーションの推進に当たっては、どのような状態を実現したいの
かという成果指標（アウトカム）を想定し、必要な事業指標（アウトプット）
を導き出す施策・事業を実施する必要があります。

⑴

成果指標（アウトカム）
寝屋川市のシティプロモーションの目標数値は、

2040 年時点での定住人口 20 万人 です。

この基本方針におけるシティプロモーションの成果指標（アウトカム）は

2020 年時点での定住人口 23 万人
とします。

⑵

事業指標（アウトプット）
「2020 年時点での定住人口 23 万人」を実現するために、転出抑制という
観点から「スタッフプライドの育成」
「協働人口増加」を、転入促進という観
点から「認知度拡大」
「情報交流人口増加」を目標に施策・事業を進めていき
ます。
また、この４つの目標の達成を下支えする目標として、
「関係人口の増加」
を目指し、多様なアンバサダーを増やす取組を実施していきます（11 ページ
「具体的な目標」を参照）。
それぞれの目標を達成する事業指標（アウトプット）としては、図表 14 の
ような指標が考えられます。市職員は、これらの指標を念頭に、施策・事業
を積極的に立案又は実施していくことになります。
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図表 14

成果指標（アウトカム）・事業指標（アウトプット）
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12

シティプロモーションの全体像
シティプロモーションは、これまで述べてきた、目標、主体、対象者、対象地域、
成果指標を踏まえ、次の図表 15 のとおり進めていくこととします。

図表 15

シティプロモーションの全体像
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13

具体的な取組に向けての視点
シティプロモーションは、市全体（マクロの視点）と各部局（ミクロの視点）
の取組を積み上げていく必要があります。具体的な取組につなげるための方向
として、以下の４つの視点でシティプロモーションを推進します。

ね

⑴

“ねやがわらしさ”があふれるまち～水と桜のまち寝屋川～

市のイメージアップのためには、発掘・創出した魅力・地域資源を活用す
るとともに、磨き上げていく必要があります。また、市の魅力・地域資源を
様々な媒体を通じて効果的に発信することで、「寝屋川市と言えば〇〇」「●
●なら寝屋川市」というイメージを定着させ、
「ねやがわらしさ」を確立して
いくことが重要です。
この視点では、市の魅力・地域資源を活用し、市のイメージアップや認知
度拡大を目指します。特に、市の木である「桜」をいかしたシティプロモー
ションに重点的に取り組みます。

目標

・魅力・地域資源の発掘・創出、市のイメージアップ
・認知度拡大

主な魅力、

・桜（サクラ☆プロジェクトなど）

地域資源等

・公園（寝屋川公園、打上川治水緑地、淀川河川公園など）

の例

・成田山不動尊大阪別院（節分祭などを含む）
・市出身有名人

・水（川、水辺環境の整備と保全）

・はちかづきちゃんとねや丸くん
・定住促進サイトの開設

・花いっぱいのまちづくり

・公園・緑地等植栽サポーター制度の推進
・御当地ナンバープレートの交付

≪ “桜”がすごい！？

～市民の誇り・和みに～

など

≫

桜のライトアップの様子

はちかづきちゃんとねや丸くん
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や

⑵

くらし

生活 やすさを実感できるまち～住み続けたいまち寝屋川～

市の魅力として市内外に PR できる重要な素材として、各部局が推進して
いる施策・事業が挙げられます。暮らし“やすさ”、子育てし“やすさ”など
を目指して実施している様々な施策・事業の中には、訴求力が高く特長的な
ものがあります。これらの施策・事業を市内外に積極的に PR することによ
り、市の認知度拡大、市のイメージアップなどが期待できます。
この視点では、対象者、対象地域を具体的に設定し、特長的な施策・事業
を効果的に訴求することで、市のイメージアップや認知度拡大を目指します。
特に、
「就学前の子どもがいる子育て世帯」を主な対象とした施策・事業のプ
ロモーションに重点的に取り組みます。

目標

・市のイメージアップ

主な魅力、

・通勤（通学）しやすいまち

地域資源等
の例

・認知度拡大

→交通利便性が良い など
・暮らしやすいまち（住環境、健康・医療）
→ドクターカーの運用 など
・子育てしやすいまち（教育・子育て）
→（仮称）子育てリフレッシュ館の設置、
待機児童ＺＥＲＯプラン、ねやがわ☆子育てスタート応援クーポン 、
子ども医療費助成、妊婦健康診査事業、
英語村（英語力向上プラン）事業 など
・買い物しやすいまち ・公式アプリ「もっと寝屋川」 など

≪ “住んだら”すごい！？
京都市内へ
約 40 分

～通勤・通学しやすいまち・暮らしやすいまち～

≫

（第二京阪道路で）
大阪市内へ約 20 分
京都市内へ約 25 分

大阪市内へ
約 15 分

ドクターカー

大阪市内へ約 20 分
神戸市内へ約 60 分

≪ “子育て”がすごい！？

保育所での
園児の様子
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～子育てするなら寝屋川市～

≫

（仮称）子育て
リフレッシュ館
のイメージ

が

⑶

“頑張り”を支え合うまち～協働のまち寝屋川～

寝屋川市では、
「みんなのまち基本条例」を制定し、協働のまちづくりを進
めています。シティプロモーションも、協働の視点を持って取組を推進する
ことで、効果を高めることが期待できます。また、シティプロモーションは、
市に共感し行動しようとする人を増やすとともに、その人たちを応援する人
を増やす取組としても有効です。地域社会の安全・安心を基盤として、多く
の人が「寝屋川市で頑張ろう」と思えるよう、
「応援し、応援される」という
好循環を生み出す必要があります。
この視点では、市内外にアンバサダーを増やす取組を推進することで、協
働人口増加、情報交流人口増加を図るとともに、安全・安心なまちづくりを
共に進めます。また、シティプロモーションの推進の起点となる市職員のス
タッフプライド育成を目指します。

目標

・協働人口増加
・スタッフプライド育成

・情報交流人口増加

主な魅力、

・防犯カメラの設置

・乳児用防災用品の配布

地域資源等
の例

・寝屋川ハーフマラソン
・地域協働の推進

・寝屋川まつり
・公募補助金の交付

≪ “安全・安心”がすごい！？

など

～“日本一安全なまち”を目指して～

≫

防犯カメラ設置の様子

乳児用防災用品

≪ “にぎわい”がすごい！？

～人のつながりと温かみのあるまち～

寝屋川まつりの様子

寝屋川ハーフマラソンの様子
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≫

わ

⑷

忘れられないまち～帰りたくなるまちワガヤネヤガワ～

「市出身である」
「市に住んだことがある」
「市を訪れたことがある」など、
寝屋川市と縁があった人は、既に市を認知しているという点で、市を全く知
らない人たちよりも、アンバサダーとなり得る可能性が高い人です。また、
「市に住む」「市を訪れる」「市で活動する」可能性もあります。
そのためには、寝屋川市と縁があった人に、市に対して良いイメージを持
ってもらい、市を記憶にとどめ続けてもらう必要があります。
この視点では、寝屋川市との縁をきっかけとし、関係人口の増加を経て、
定住人口の維持を図る取組を推進します。

目標

・関係人口の増加

・フューチャープロモーション

主な魅力、
地域資源等

・思い出に残る婚姻届・出生届
・出生記念植樹プレートの作製（サクラ☆プロジェクト）

の例

・フューチャープロモーションに関する学生意識調査

≪ “思い出づくり”がすごい！？

～人生を演出するまち～

など

≫

をめざして

出生届

婚姻届

以上の４つの視点で挙げた主な魅力、地域資源等は、既に実施しているもの等、
一例です。
定住人口を維持するためには、この４つの視点を柱として、具体的に寝屋川市
に住むことで得られるメリット（市民ならではの体験、お得なことなど）を積極
的に発掘・創出して発信し、対象者に共感・納得・行動していただくことが大切
です。
この考え方を市の全部局で共有し、全庁一体となってシティプロモーション
を推進します。
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⑸

重点プロジェクト（案）
市全体（マクロの視点）で推進する取組として、まず、以下の重点プロ
ジェクト（案）を進めます。

取組名

概要

サクラ☆プロジェクト

まちの魅力向上につなげ、人の流れを作り、地域産
業の活性化を図るため、市の木であるサクラをテー
マとしたまちづくりとして、桜のライトアップ、桜

インナー

の植樹、各種団体と連携したにぎわいづくり、桜を

アウター

イメージしたスイーツ開発・普及等を行います。

定住促進サイトの開設

市の魅力、地域資源、特長的な施策・事業などを広
く知っていただくことで、市への定住促進を図るた

アウター

め、市の住みよさ等の情報を広く一体的に発信する

フューチャー

サイトを開設します。

民間の力を活用した

インターネット広告等、民間企業の持つネットワー

シティプロモーション

ク、ノウハウなどを活用し、市の魅力、地域資源、
特長的な施策・事業などを市内外に広く発信・周知

アウター

することで、市の認知度の拡大を図ります。

“連携”による

「オール寝屋川」での連携を充実させるとともに、

シティプロモーション

近隣自治体や関係事業者とのシティプロモーション
を推進することで、寝屋川市を含む広域エリアのイ

インナー

メージ、認知度を高めます。

アウター

また、市が締結している包括連携協定を活用した市

フューチャー

の魅力発信に取り組みます。
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14

シティプロモーションの方法（手法）・手順
⑴

６Ｗ４Ｈを押さえたプロモーション（６Ｗ４Ｈ表の活用）
市の魅力、地域資源、特長的な施策等を戦略的にプロモーションするため
には、まず、施策・事業ごとに、
〇

伝えたい魅力、地域資源、特長的な施策等を整理（発掘、創出）する

〇

それを伝えたい対象がどのような人で、どう考え、行動しているのかを
分析する

必要があります。そして、以下の内容を踏まえ、プロモーションすることが
重要です。
●

発信する情報の見せ方を工夫する

●

多くの対象者に情報が届くよう、情報を拡散する

●

届いた情報を元に、対象者に行動してもらうための仕掛けを設定する
そのために、次に挙げる「６Ｗ４Ｈ」を確認します。

ＷＨＹ

……………

何のためにプロモーションするのか。
プロモーションの具体的な目標は何か。

ＷＨＯ

……………

プロモーションの主体は誰か。
どういう体制でプロモーションするのか。

ＷＨＯＭ

…………

ＷＨＥＲＥ
ＷＨＡＴ

………
…………

プロモーションの対象者は誰か。
プロモーションの対象地域はどこか。
何をプロモーションするのか。
プロモーションで何を実現するのか。

ＨＯＷ

……………

どのような方法（手法）でプロモーションするのか。
どのような順序でプロモーションするのか。

ＷＨＥＮ

…………

いつプロモーションするのか。
いつ始めて、いつ終わるのか。

ＨＯＷ ＬＯＮＧ

…

どれくらいの期間をかけるのか。
どのようなスケジュールで進めるのか。

ＨＯＷ ＭＡＮＹ

…

対象数・必要数（成果物の数量など）はどれくらいか。

ＨＯＷ ＭＵＣＨ

…

どれくらいの費用がかかるのか。
予算はどれくらい確保しているのか。
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６Ｗ４Ｈは、施策・事業を立案又は実施する際の基本項目であるとともに、
プロモーションを戦略的に進めるためにも重要なものです。
「６Ｗ４Ｈ表」
（巻末資料を参照）を活用し、施策・事業ごとに、６Ｗ４Ｈ
を確認しておくことが大切です。

⑵

５つのステージに応じたプロモーション
プロモーションは、対象者の意識・行動に関する「５つのステージ」に応
じて、それぞれのステージで最も有効な手段を活用して進めていく必要があ
ります。「住む」「来訪する」「参加する」「推奨する」など、実際の行動につ
ながるよう、５つのステージを意識したプロモーションを展開することが重
要です（図表 16）。

①認知獲得
まずは、対象者に情報を知ってもらう（対象者の認知を獲得する）ことが
必要です。このステージでは、対象者に情報に気付いてもらうために、様々
な媒体を活用して幅広く情報を発信し、対象者の認知を獲得します。

②関心惹起（じゃっき）
次は、対象者に情報に対して関心を持ってもらう必要があります。このス
テージでは、その情報が対象者にとって関係がある（意味がある）ことを認
識してもらうとともに、対象者の関心を引き出し、更なる情報を自ら検索す
るよう促します。

③探索誘導
対象者が得たい情報を確実に入手できる手段（媒体）を用意しておく必要
があります。このステージでは、対象者が欲しい情報に容易にたどり着ける
よう、環境を整備し、より情報量の多い手段（媒体）へと対象者を誘導しま
す。
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④共感形成（信頼確保）
対象者が得た情報に基づき、
「住みたい」
「来訪したい」
「参加したい」と共
感・納得してもらう必要があります。このステージでは、対象者の情報に対
する信頼・理解を得ることで、対象者の共感・納得につなげるとともに、行
動に対する動機付けを行います。

⑤行動促進
対象者の「住む」「来訪する」「参加する」などの具体的な行動を促し、対
象者の周りの人たちにも波及するよう、推奨したくなる仕掛けをつくること
が重要です。このステージでは、対象者から周りの人たちへの波及効果を意
識しながら、対象者の行動意欲を高めるとともに、
「住む」
「来訪する」
「参加
する」「推奨する」などの実際の行動を支援します。
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図表 16

５つのステージに応じたプロモーション
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⑶

活用する媒体（メディア）
プロモーションに活用できる媒体（メディア）は、様々なものがあります。
また、それぞれの媒体について、対象地域や対象者の絞り込み範囲、持って
いる訴求力、かかる費用などに差や特徴があります。
５つのステージにおいて、対象者の意識や行動特性を把握し、それぞれの
ステージで最も有効な媒体を活用することが重要です。
「情報発信媒体一覧」
（巻末資料を参照）を参考に、伝えたい・発信したい
情報の内容、対象地域、対象者に最も適した手法を選定する必要があります。
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巻末資料１
【シティプロモーション】６Ｗ４Ｈ表 （※CP戦略＝寝屋川市シティプロモーション戦略基本方針）
ＷＨＡＴ
■入力欄

■入力欄

取組内容
（事業名）

■チェックポイント
この取組は、CP戦略のど
の目標を達成するものか

ＷＨＹ

視点

■入力欄（目的）

視点 ・何をプロモーションするのか

スタッフプライド育成

認知度拡大

協働人口増加

情報交流人口増加

関係人口増加

フューチャープロモーション
（学生向けプロモーション）

■チェックポイント
伝えたい魅力、地域資源、施策等を
整理し、明確にしている
WHOMと整合がとれている

ＨＯＷ

・何のためにプロモーションするのか（目的）
・目的を達成するための具体的な成果指標は何か（目標）
■チェックポイント
目的・目標はCP戦略と整合がとれて
いる

視点

■入力欄

目的・目標を明確に設定している

■入力欄（目標）

ＷＨＯ
■入力欄

視点

ＷＨＥＮ
ＨＯＷ ＬＯＮＧ

・プロモーションの主体は誰か
・どういう体制でプロモーションするのか
■チェックポイント

・いつプロモーションするのか
視点 ・いつ始めて、いつ終わるのか（どれくらいの期間をかけるのか）
・どのようなスケジュールで進めるのか

■入力欄

■チェックポイント
スケジュールを明確かつ具体的に設
定している

主体を明確にしている
複数課が関係する場合、庁内の連
携・協力体制がとれている
庁外と連携する場合、連携・協力体
制がとれている

ＷＨＯＭ
■入力欄

・どのような方法（手法）でプロモーションするのか
・どのような順序でプロモーションするのか
■チェックポイント
認知を多く獲得できるよう、情報を
拡散する工夫をしている
関心・共感を得られるよう、情報の
見せ方を工夫している
行動してもらうための仕掛けを設定
している
CP戦略「５つのステージ」を考慮し
た方法（手法）である

HOWと整合がとれている

ＨＯＷ ＭＡＮＹ

視点 ・プロモーションの対象者（ターゲット）は誰か

視点 ・対象数（必要数、成果物の数量など）はどれくらいか

■入力欄

■チェックポイント
対象者を明確かつ具体的に設定して
いる

■チェックポイント
数量を明確かつ具体的に設定してい
る
他の項目（WHOM､WHERE､WHAT､HOW
等）と整合がとれている

CP戦略と整合がとれている
対象者の志向、行動等を分析してい
る

ＷＨＥＲＥ
■入力欄

ＨＯＷ ＭＵＣＨ

視点 ・プロモーションの対象地域（ターゲット）はどこか

■入力欄

■チェックポイント
対象地域を明確かつ具体的に設定し
ている
CP戦略と整合がとれている
WHOMと整合がとれている
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視点

・どれくらいの費用がかかるのか
・予算はどれくらい確保しているのか
■チェックポイント
必要な費用を明確かつ具体的に設定
している
国・府の補助金を活用するなど、歳
入・財源を確保している
他の項目（HOW MANY､WHOM､WHERE､
WHAT等）と整合がとれている

巻末資料２

情報発信媒体一覧
媒

体

動画配信
・YouTube を活用
・年 42 件配信
・再生数は約 18,000 回
（H28 年度実績）

広報誌閲覧アプリ
マチイロ
・広報誌を PDF 形式で配
信(月１回配信)
・ＨＰの更 新 情 報 を 自 動
で配信

報道提供

対

象

市内向け
高齢者層
多人数
限定的

市外向け
若年層
少人数
拡散性

対象：登録者（857 人）
H29.12.1 現在
市内向け
高齢者層
多人数
限定的

市外向け
若年層
少人数
拡散性

対象：各購読者、視聴者
市内向け
高齢者層
多人数
限定的

全戸配布(広報誌と同配)

対象：全市民

・居住世帯・事業所へ配布
・11 万 5 千部配布
・単価は 4.5 円（平成 29
年度実績）

市内向け
高齢者層
多人数
限定的

・自治会数：199
・年間 20 件回覧
（H28 年度実績）
・A4 サイズのチラシを回覧

特

対象：閲覧者

・枚 方 記 者 クラブ、地域情
報紙等へ情報提供
・年 138 件提供
・245 件掲載（H28 年度
実績）
・方法は、記者会見、記
者レク、資料提供の３種
類

自治会回覧

等

市外向け
若年層
少人数
拡散性

市外向け
若年層
少人数
拡散性

対象：自治会加入世帯
（加入率約 90％）
市内向け
高齢者層
多人数
限定的

市外向け
若年層
少人数
拡散性
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徴

◎ 専門事業者等によりクオリティの高い映
像が作成可能
◎ 全世界から閲覧可能で広域性は高い
◎ 静止画等に比べ現場の臨場感が伝わりや
すい
◎ 話題性により爆発的に広がる可能性
× 事業者作成の場合は作成費用が必要
× 職員作成の場合は時間と労力が必要
× パソコン、スマホ等の通信機器のある人し
か閲覧できない
◎ 時間、場所を問わず閲覧が可能
◎ 様々な市区町村の広報誌が閲覧可能
◎ 市ホームページの新着情報を自動配信す
る機能もあり
◎ マチイロのサイトでピックアップされる
ことで、全国的に広報誌を見てもらえる機
会が増える
× パソコン、スマホ等の通信機器のある人し
か閲覧できない
◎
◎
◎
◎
△
×
×

広告と異なり、掲載料は必要ない
報道機関の客観的な立場で報道される
受け手には信頼度が高く説得力がある
伝達の効果が高く、社会的影響が大きい
提供のタイミング、内容の熟考が必要
報道されるとは限らない
報道日時や取扱いが、市の期待どおりにな
るとは限らない

◎ 直接市民に届く
◎ 広く市民に読まれている広報誌と同時配
布することで認知される可能性
◎ 写真・イラストの活用により視覚的な情報
発信が可能
◎ ＱＲコードの活用などによりＨＰ等他の
媒体へ誘導可能
× 誌面スペースに限りがある
◎ 自治会加入世帯へは、確実に周知が可能
◎ イベント等の周知を行うことで、参加を促
す効果あり
△ 回覧に時間がかかる場合あり
× 紙面スペースに限りがある
× 各自治会への郵送代が必要

媒

体

市広報誌
・月１回発行
・居住世帯・事業所へ配布
・11 万 5 千部発行

市ホームページ
・１課１ページ、各課で更新
・月約 145 万回アクセス
(Ｈ28 年度実績)

市公式アプリ
「もっと寝屋川」
・カテゴリ
防 災 ・防 犯 、ごみ、子 育
て・健康、教育、その他
役立ち情報
・イベント情報、お知らせは
随時更新
・安 まちメール、おおさか防
災ネット、校 区 情 報、防
災活動情報を自動配信

市公式Ｆacebook
・世界的に利用されているＳＮＳ
・年間 133 件発信
(Ｈ28 年度実績)

メールねやがわ
・分野は６分野
・ 年 約 8,000 件 配 信
（H28 年度実績）

対

象

等

特

対象：全市民
・毎号読んでいる：48.6％
時々読んでいる：37.1％
（Ｈ27 市民意識調査）
市内向け
高齢者層
多人数
限定的

市外向け
若年層
少人数
拡散性

対象：ＨＰ閲覧者
市内向け
高齢者層
多人数
限定的

市外向け
若年層
少人数
拡散性

対象：登録者（3,127 人）
Ｈ29.12.1 現在
市内向け
高齢者層
多人数
限定的

市外向け
若年層
少人数
拡散性

徴

◎ 直接市民に届き、保存性があり、読み返せ
る
◎ 広く市民に読まれており、認知度は高い
◎ 写真・イラストの活用により視覚的な情報
発信が可能
◎ QR コードの活用などによりＨＰ等他の媒
体へ誘導可能
◎ 市ホームページで、広報ねやがわ WEB 版の
閲覧が可能
× 発行までに時間を要し、即時性が難点
× 誌面スペースに限りがある
◎
◎
◎
△

多くの情報を発信でき、即時性がある
時間、場所を問わず閲覧が可能
全世界から閲覧可能で広域性は高い
知りたい情報を簡単に探せるように、検索
性の確保が必要
× パソコン、スマホ等の通信機器のある人し
か閲覧できない
◎ 時間、場所を問わず閲覧が可能
◎ 利 用者 が 設定 し た 関 心の あ る キ ーワ ー ド
により、ターゲットを絞った情報発信が可
能
◎ プッシュ通知により、アプリを起動させる
ことなく情報を確認することができる
◎ アプリから HP 等へ誘導可能
× パソコン、スマホ等の通信機器のある人し
か閲覧できない

対象：フォロー者（991 人） ◎ 写真が添付でき、視覚的な情報発信が可能
Ｈ29.12.1 現在
◎ 利用者が情報を共有することで、爆発的に
拡散する可能性がある
市内向け
市外向け
◎ Ｈ Ｐア ド レス の 掲 載 によ り Ｈ Ｐ へ誘 導 可
高齢者層
若年層
能
多人数
少人数
× パソコン、スマホ等の通信機器のある人し
限定的
拡散性
か閲覧できない
対象：登録者（約４万人）
市内向け
高齢者層
多人数
限定的

市外向け
若年層
少人数
拡散性
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◎ 登 録者 が 必要 と す る 情報 を 分 野 ごと に 配
信可能
◎ 利用者は興味のある分野を選択可
◎ Ｈ Ｐア ド レス を 掲 載 する こ と で ＨＰ へ 誘
導可能
△ 基本的に、配信するのは文字情報のみ
× 登録者しか閲覧できない
× パソコン、スマホ等の通信機器のある人し
か閲覧できない

媒

体

自治会広報板

対

市内向け
高齢者層
多人数
限定的

玄関ホールテレビ放映

対象：来庁者

・テレビ放映の合間にテロッ
プ（文字情報）を掲載
・文字情報は 100 字
・年 40 件掲載（H28 年度実
績）
・情報は１週間毎に更新

市内向け
高齢者層
多人数
限定的

・ 情 報 は 半 月 又 は １ か月
毎に更新
・１回 15 秒間の静止画
・年間76件（H28年度実績）
・市民課、保険事業室、香里
園シティ・ステーション、総合セ
ンター、保健福祉センターに設
置

庁内放送
・年間33件（H28年度実績）
・行事案内、健康管理、
交通安全などについて

枚信ラック
・市内の枚信店舗に設置
・店舗は２か所
・１店舗 当たり、36 種類
の配架が可能
・ラックのサイズはＡ４

等

特

対象：住民、通行人

・広報板の数：1,341
・年間 23 件（H28 年度実績）
・A3 サイズまでのチラシを掲示
・掲示期間は約２週間

広告モニター放映

象

市外向け
若年層
少人数
拡散性

市外向け
若年層
少人数
拡散性

対象：来庁者
市内向け
高齢者層
多人数
限定的

市外向け
若年層
少人数
拡散性

対象：来庁者
市内向け
高齢者層
多人数
限定的

市外向け
若年層
少人数
拡散性

対 cv 象：枚方信用金庫利用者
市内向け
高齢者層
多人数
限定的

市外向け
若年層
少人数
拡散性

徴

◎ 自治会加入者だけでなく、未加入者や通
行人などにも周知が可能
△ 立ち止まって見てもらうよう、情報量は
控える必要がある。
× 各自治会への郵送代が必要
◎
○
○
△

制度の案内よりイベント等の紹介向き
テロップ（文字情報）を掲載可能
待ち時間中に、なにげなく見てもらえる
テレビ放映の合間に流すため、放映時間
が限られる

◎ 静止画配信のため、制度の案内も可能
○ 待ち時間中に、なにげなく見てもらえる
○ 動画広告の合間に流すため、目にとまり
やすい
△ 半月又は１か月間継続して発信できる内
容が前提

◎ 行事案内、健康管理、交通安全などについ
て周知している
◎ 庁内にいれば、自動的に耳に入ってくる
× 情報発信できる対象者が来庁者に限られ
る

◎
◎
◎
△

チラシ等の配架が可能
利用者は自由に持ち帰ることが可能
長期間、継続的に配架が可能
配架物の残部数を常に把握することが困
難
× 情報発信できる対象者が利用者に限られ
る

イオンモールデジタ 対象：イオンモール四條畷の ◎ フードコート（座席数 1,000 席）を利用
フードコート利用者
する家族連れなどに発信可能
ルサイネージ
・フードコートで行政 情報と
して放映（８台）
・情報は３か月毎に更新
・１期間当たり２件放映
・情報は約 50 文字と１画
像で構成
・１回の放映時間は 15 秒

市内向け
高齢者層
多人数
限定的

市外向け
若年層
少人数
拡散性

37

△ ３か月間継続して発信できる内容が前提

媒

体

まみたん
・関西ぱどが月１回発行
・エリアは、北 河内各 市、
八 幡 市 (一 部 )、京 田 辺
市(一部)
・子育て世帯に特化した情報誌

対

象

等

特

対象：購読者（子育て世代）
市内向け
高齢者層
多人数
限定的

市外向け
若年層
少人数
拡散性

新聞、雑誌、電車、
バスへの広告

対象：購読者・利用者

iJAMP（情報発信コ
ーナー）

対象：自治体関係者、

・時事通信社が運営するイ
ンターネット版 行 政 情 報 サ
ービス（有料）
・主に国や自治体の動向
を配信
・情報発信投稿と学びの杜
（研修情報）の２種類

市内向け
高齢者層
多人数
限定的

市外向け
若年層
少人数
拡散性

報道関係者
市内向け
高齢者層
多人数
限定的

市外向け
若年層
少人数
拡散性

※ニュースとして発信される
「官庁速報」とは異なりま
す。

38

徴

◎ 子育てに関する情報が満載
◎ 子育て関連施設でのイベント情報などを
掲載
◎ 掲載料は無料

◎ 不特定多数の人に情報発信が可能
◎ 電車、バスへの広告は、注目度が高く即効
性がある
× 広告料が必要
京阪電車への中吊り広告…７日間１車
両１枚の中吊りで 512,000 円（京阪電
車ホームページより）

◎ 経費をかけずに簡単な手続により、タイ
ムリーな情報を広く発信できる
◎ 時事通信社が運営するオープンサイト
「時事ドットコム」に転載される
◎ 画像・PDF の添付、HP へのリンクもで
きる
◎ 新たな施策の PR、シンポジウム、講演会
の告知に有用
△ 市民向けではなく、行政関係者向け
× 広告料が必要
× パソコン、スマホ等の通信機器のある人
しか閲覧できない
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