
「岩国市シティプロモーション戦略 (素案 )」 とこ対する意見と市の考え方

意見の内容 市の考え方

第 1章 岩国市シティプロモーション戦略策定にあたつて

1.戦略の背景と目的

○ 「1.戦略の背景と目的」とい うタイ トルだが、「1.戦 略策定の背景と目的」とすべきである。

○ここでは、総論としての 「戦略策定の背景と目的」が記述されているが、もつと「目的」を明確に記述すべき

である。すなわち、ここで 「メインターゲット:市内及び岩国市周辺の子育て世代の移住・定住」とする背景と目

的を以下の問題を踏まえて明確にすべきである。

ご意見を踏まえ、「1.戦略策定の背景と目的 ～なぜ、いまシティプロモーションが必要なのか～」に修正す

ることとします。

第 1章 岩国市シティプロモーション戦略策定にあたって

2.戦略の位置づけ

「第 2次岩国市総合計画」及び 「岩国市まち 。ひと。しごと創生総合戦略」との整合性について

○ 「第 2次岩国市総合計画」において、「シティプロモーション推進方針の検討」は、「基本 目標 2 空港を軸と

した活力ある産業と観光のまち」「施策目標 2-6 岩国の魅力が広く知 られ、岩国ファンが増えている」を達成

するための施策として位置付けられている。

その具体的な取組内容としての 「施策 2-6-1 シティプロモーションの推進」では、 1)交流人口(観光客

入込数)と リピーターの増加、並びに岩国の特産品の販促、五)子育て世代の流入、定住人日の獲得及び若年世代

の流出抑制、五)新規企業立地のための誘致推進、の 3つがあげられている。

「施策目標 2-2 地場産業に活力があり、雇用が拡大している」「施策 2-2-1 企業誘致の推進」の 「1

企業誘致・投資誘致の推進」において、「シティプロモーションと連携 し、本市の利点や工業団地に関する情報発

信、市外企業への広報 。宣伝活動を行い、戦略的に企業誘致を進めます。」とあるように、「シティプロモーショ

ン推進」は企業誘致の手段 として具体的に触れられている。

一方(「岩国市まち 。ひと。しごと創生総合戦略」においては、「シティプロモーションの推進」は、「本市のイ

メージを向上させるシティプロモーションを推進するとともに、特産品のPRを行い、交流人口の拡大と地域経

済の活性化を図ります。」とあるように、「交流人口(観光客入込数)の拡大と特産品の販促」を目的としている。

本素案の 「第 1章 岩国市シティプロモーション戦略策定にあたつて」「2.戦略の位置づけ」において、「本

戦略は、『第 2次岩国市総合計画』及び『岩国市まち・ひと。しごと創生総合戦略』と整合を図りながら策定され

る、分野別計画の一つに位置づけます。」としているが、先に説明した「第 2次岩国市総合計画」及び 「岩国市ま

ち・ひと。しごと創生総合戦略」との整合性が確保されているとは言えない。

ご意見にありますように、第 2次岩国市総合計画では、「施策 2-6-1 シティプロモーションの推進」にお

いて、具体的な取組内容として、交流人日とリピーターの増加、岩国の特産物の販促、子育て世代の流入、定住

人口の獲得及び若年世代の流出抑制、新規企業立地のための誘致推進をあげております。そして、「施策目標 2-
2 地場産業に活力があり、雇用が拡大している」「施策 2-2-1 企業誘致の推進」においては、シティプロ

モーションと連携 し、戦略的に企業誘致を進めるとしています。

また、「岩国市まち・ひと。しごと創生総合戦略」においては、「施策の柱 1-3シティプロモーションの推進」

で、本市のイメージを向上させるシティプロモーションを推進するとともに、特産品のPRを行い、交流人日の

拡大と地域経済の活性化を図るとしています。

本戦略素案は、「第 2次岩国市総合計画」及び 「岩国市まち 。ひと。しごと創生総合戦略」の 「シティプロモー

ション」の考え方を基本として検討・策定をしたもので、整合性は確保されていると考えております。

第 2章 岩国市の現状

1.全国の動向

○ 「第 2章 岩国市の現状」「1.全国の動向」というタイ トルでは、ここで何を言おうとしているのか不明であ

り、実際の文章も何を言お うとしているのか分からない。市民等に分かりやすいタイ トルを付け、それに相応 し

い文章にしてもらいたい。

全国的にシティプロモーションの取組が活発化する中、自治体によってその手法はさまざまであることや、取

り組むにあたつての視点 (明確なターゲント設定や協働)等について、「1.全国の動向」として取 りまとめたも

ので、ご理解いただけると考えてお ります。
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意見の内容 市の考え方

第 2章 岩国市の現状

2.岩国市の現状

○シティプロモーション戦略策定の目的が一般的でメインターゲットが不明なために、現状分析は、意図が見え

ず、的確性に欠ける。

○ 「子育て世代の流入、定住人日の獲得及び若年世代の流出抑制」ということが目的であれば、移住条件として

の「職」と「住」の分析、定住条件としての「子どもが健やかに育つための環境」、「多様性に富んだ学びの環境」、

「魅力ある就業機会」及び 「住みたくなる生活空間」についての分析が必要である。

○また、最近5年間 (2011年～2015年)の 20代、30代、40代の市町村別の転入 。転出人口を分析するとともに、

2010年 と2015年の岩国市及び岩国市民の市町村別通勤 。通学状況を分析すべきである。

○参考資料のアンケー ト集計結果も、参考資料らしく適切に集計、整理してもらいたい。

○例えば、「市外アンケー ト調査結果」は、素案では地域別の集計結果が示されているのに、参考資料では単純集

計結果 しか載せていない。参考資料としては、詳細なクロス集計結果を載せてもらいたい。クロス集計は、性 。

年齢階層別、家族構成別、地域 (居住地)別に整理すべきである。

○さらに適切な分析をするためには、回答者の属性 として居住年数、職業、勤務地を調査 しておくべきである。

○ 「市外アンケー ト調査」のイベン トには、中国 。四国地域でナンバーフンの花見の地である「錦帯橋周辺の花

見」を入れるべきであり、また 「錦川水の祭典」には錦帯橋花火大会を補足説明しておくべきである。「錦川水の

祭典 (認知度 16.6%)」 (打ち上げ数6千発 。人出12万人/Walker・ 全国花火大会)が 「岩国港みなと祭花火大会 (同

31.5%)」 (2千発・2万人/Walker・ 全国花火大会)よ りも、認知度が低いという結果はあり得ない。調査回答者

への配慮を久くと、調査結果の信頼性を損なう、悪い例である。

「岩国市まち 。ひと 。しごと創生総合戦略」の中で、生産年齢人口の減少、若者の市外への流出や少子化によ

り、将来の子育て世代が少なくなることについて確認をしているところです。本戦略素案の現状分析においては、

既存の調査結果に加え、把握すべき世代として、20歳代から40歳代までの市民及び市外住民へのアンケー ト調査

を実施 し、それを踏まえ、第 3章において、メインターゲット等を設定しております。

定住条件 としての 「子どもが健やかに育つための環境」「多様性に富んだ学びの乗境」「魅力ある就業機会」「住

みたくなる生活空間」については、他計画との整合や、今後そうした条件を満たすような施策を行 うことで、子

育て世代の移住・定住を促 していく必要があると考えてお ります。

また、すでに近隣の他自治体と比べて、本市の子育て支援施策は充実している部分も多くありますが、そのこ

とが十分に認知されていないことも課題 として捉えてお ります。すでにある魅力を十分に伝えることにも留意 し

ながら、今後の施策を推進 してまいります。

社会移動の状況及びクロス集計結果は、非常に膨大になりますので、公表はしてお りませんが、本戦略素案を

策定する上で、特徴的なものを抽出し記載 しております。

イベン トの補足説明については、イベン トの名称自体の認知度を把握する目的からも明記 してお りませんが、

「錦帯橋周辺の花見」を選択肢として追加する等、ご意見を踏まえて、今後の調査実施の際に参考とさせていた

だきます。

3.岩国市シティプロモーションの可能性

○ 「岩国市シティプロモーションの可能性」とは、どのようなことか。岩国のイメージアップに使える可能性の

ある資源 (材料)の抽出とそれ らを活用 したプロモーション対象・ 目的を明らかにするということか。

各種調査結果等からみられる強みと弱みを踏まえ、今後、本市が行うことができる (行 うべき)事項を可能性

としてまとめております。そうした事項を達成、実現できる素地があるということを記載しております。

3.岩国市シティプロモーションの可能性

(1)岩国市の強みと弱み

○ 「本市の現状や各種調査結果等を踏まえ、強みと弱みを整理 しました。」とあるが、「強みと弱み」にはこれま

での分析で指摘されていないものまで入つている。また、抜けているものも多い。整合性が確保できるよう、し

つかり分析してもらいたい。

○ 「強み」に 「◎若年層における定住希望が高い」が入つているのは問題ではないか。「3割も移住 したい」とい

うのは、喝司み」ではないか。だからこそ、このシティプロモーションの推進が必要なのではないか。

「強みと弱み」については、各種調査結果のほか、本戦略素案の策定に際して実施 した会議内での意見等も含

めて記載 しております。

約 7割の若年層が定住意向を示 していることは強みとして捉えてお りますが、ご意見のとお り、残 り3割の移

住希望者の流出抑制とともに、現状としての流出抑制及び流入増加に向けて、シティプロモーションを推進 して

いきたいと考えてお ります。

3.岩国市シティプロモーションの可能性

(2)岩国市の地域特性を活かした可能性

○ここのタイ トルは、「(2)岩国市の地域特性を活かした可能性」であるが、意味がよく分からない。「(2)岩
国市の特性を活かしたプロモーションにより期待される成果」の方が適切ではないか。

○また、それぞれの 「期待される成果 (可能性)」 を 「強みと弱み」から導出する経路を説明すべきである。

第 2章は、現状把握及び分析の章であり、あくまでも可能性に留めて記載していることから、現タイ トルとし

ております。
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意見の内容 市の考え方

第 3章 岩国市における将来ビジョン

○ 「第 3章 岩国市における将来ビジョン」とい う章タイ トルは適切ではないと考える。章の内容を踏まえて、適

切なタイ トルに修正してもらいたい。

ここでは、本市の目指すべき姿 (将来ビジョン)と 、その実現に向けた手法や 3年間のロー ドマップ等を記載

しているため、現タイ トルとしております。

第 3章 岩国市における将来ビジョン

1.将来ビジョン

(1)基本的な考え方

○ここも、「将来ビジョン」「(1)基本的な考え方」という節(項のタイ トルも適切ではないと考える。

○ここの 「将来ビジョン」に記述されているものは、「岩国市まち・ひと。しごと創生総合戦略」の「基本理念」

に基づいていることから、そのことを明記すべきであり、この部分を「(1)基本理念」とし、その次の記述につ

いては「(2)シティプロモーションの考え方」として取 りまとめるべきである。

「(1)基本的な考え方」は、「訪れて良し、暮らして良しの岩国市 ～若い世代に選ばれるまち～」という「将

来ビジョン」を実現するために行 うシティプロモーションの考え方となつているため、現タイ トルとしておりま

す。

「訪れて良し、暮らして良しの岩国市 ～若い世代に選ばれるまち～」という「将来ビジョン」は、本戦略素

案が「岩国市まち・ひと。しごと創生総合戦略」との整合性を図つていることから、その基本理念と重なる点は

ありますが、前述の理由から「将来ビジョン」と記述しております。

第 3章 岩国市における将来ビジョン

【シティプロモーションの考え方】

○「市外アンケー ト調査」の結果によると、回答者の 96%以上が岩国に来ており、約 75%が観光地として魅力的

(やや魅力的も含む)と 評価している。

○このような結果をみると、【シティプロモーションの考え方】で示されている「市外に向けた移住促進」のプロ

セスは「岩国周辺の人々」には対応していないということになる。このプロセスは、岩国に来た人が少ない遠隔

地の人々を対象にしていると捉えられるからである。

○ 【シティプロモーションの考え方】のプロセスは、移住、定住がゴールになっているが、岩国におけるライフ

ステージごとの居住、生活の魅力を示すべきではないか。つまり、将来の望ましい生活世界像をイメージできる

ものでなければならない。

○例えば、家族の成長に伴 うライフステージごとに、構成員それぞれが望ましいライフスタイルを持つことがで

きる、そういうイメージを描くべきである。

岩国市を訪れたことがある近隣住民は多い状況ではありますが、消費額の低さ等の課題からも、これまで知ら

れていなかった本市の魅力を改めて知っていただき、消費につなげ、好きになつていただく等、「市外に向けた移

住促進」のステップの結果が 「移住」となるよう考えてお ります。また、観光地としての魅力の高さはあるもの

の、居住地としての魅力が十分に伝わつていない現状があります。

観光資源だけではなく、本市の施策や地域資源等の魅力を伝えることで、移住 。定住につなげるため、効果的

な取組やそのPRに努めていきたいと考えております。

第 3章 岩国市における将来ビジョン

2.タ ーゲット・コンセプ ト・キャンチコピ~・ ロゴマーク

(1)タ ーゲット設定

○ターゲットの設定は、「第 2次岩国市総合計画」の「シティプロモーション推進」において示されており、ここ

で改めて設定する必要はない。先に述べたように、「戦略策定の背景と目的」のところで設定すべきである。

本戦略は「第 2次岩国市総合計画」においても、ターゲットを含めて検討していくこととなっており、現状分

析等を踏まえた上で、第 3章において、設定したところです。
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意見の内容 市の考え方

第 3章 岩国市における将来ビジョン

2.ターゲット・コンセプ ト・キャッチコピー・ロゴマーク

(2)コ ンセプ トの設定

○ 「移住・定住の促進を軸に、市内外からみた本市の魅力を探ると、『仕事』や『交通アクセス』、『商業施設 (買

い物)』 など、生活する上で欠かすことのできないもの、また『豊かな自然』や『歴史 。文化』、『ひと』、『国際性』

など、心豊かに暮らす上で欠かすことのできないものが『ちかく』にあることに気づかされます。」とあるが、ど

こ1こ『仕事』や『交通アクセス』、『商業施設 (買 い物)』 の近接性・利便性を示すデータがあるのか。

O「岩国市都市計画マスタープラン(案 )」 (22頁)の 「生活環境に関する満足度 (平成 27年度)」 の結果を見れば、

「⑨働き場所の多さ」の評価は大変低く、「⑩公共交通機関の利用しやすさ」、「③買い物の便利さ」の評価も低い。

○魅力的で多様な「職」がなければ、優秀な人材の移住、定住は期待できない。防衛省の研究機関の誘致等を踏

まえて、先端的な製造企業の誘致、IT関連企業の誘致に向けた、シティプロモーションも必要である。

コンセプ トについては、快適かつ心豊かに暮らすために必要なことが身近に (「 ちかく」に)揃つていることを

軸にしております。各種統計による近隣自治体との比較から、本市は職住近接のまちであること、また、陸 。海・

空のアクセスが整っていること、さらには本戦略素案の策定に際 して実施 した会議内での意見等も踏まえて、記

載 しております。

ご意見のとお り、企業誘致に向けたシティプロモーションは必要であると考えております。現在も担当部署に

より企業誘致を進めておりますが、今後、シティプロモーションの中でその取組の効果的なPRを行 う等、積極

的な企業誘致を行っていきたいと考えてお ります。

その他 1

0今回の 「岩国市シティプロモーションの推進」の内容や手法で期待される成果が生まれるのか。それらを実現

するための政策課題を具体的に示すべきではないか。

○例えば、都市間競争に打ち勝てる子育てプログラムを提供することだ。

○子どもの能力の発掘・伸長など、子どもの可能性を追求できるような仕組みや環境を創 り出す施策の立案。例

えば、プロスポーツ、 トンプスポ~ン を頂点に持つスポーツクラブの倉J設。アーティス ト・イン・ レジデンス、

アスリー ト(レジェン ド)・ イン・ レジデンスの実施など、子どもの可能性を追求できる仕組みの導入。

○米軍基地関係者の子弟を受け入れる、インターナショナルスクールの創設、運営などによる国際的人材の育成。

具体的な施策については、次年度以降、担当部署や検討組織等を通じて検討 していくこととしてお ります。

子供の可能性を追求できるような仕組み、国際的人材の育成については、本市としても次年度以降検討 してい

きたいと考えております。

その他 2

0大変残念に思えることは、総合的体系的なシティプロモーション戦略が策定できないことである。

○シティプロモーションの対象と所管課の関係が、「交流人口(観光客入込数)と リピーターの増加、並びに岩国の

特産品の販促」→観光振興課、「子育て世代の流入、定住人日の獲得及び若年世代の流出抑制」→政策企画課、「新

規企業立地のための誘致推進」→商工振興課となっていることが影響しているのではないかと考える。

○つまり、基礎自治体である岩国市にあっても、行政の縦害1り が影響 し、総合的体系的な施策が実行できないの

は大変残念である。

本戦略素案の策定に当たつては、関係各課により組織 されたプロジェク トチームにおいて、検討をしてまいり

ました。本戦略の推進においても、全庁的に取 り組むとともに、市民、市民活動団体、企業等との参画・協働に

努め、効果的なシティプロモーションを推進 していきたいと考えております。
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