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１ 策定の背景と目的 

 

 朝霞市は、東京都心から２０㎞圏内に位置し、武蔵野の面影を残す自然環境や、交

通利便性の良さから人口の増加が続いてきました。 

 しかし今後、我が国の総人口は加速度的に減少すると想定され、朝霞市においても

当分の間は人口増加傾向が続くと予測されている一方で、長期的には減少に転じ、

少子高齢化が進むと想定されています。 

 そのような中で、市民の暮らしを守り、住みよいまちとするために、都市インフラの整

備、住民サービスの向上、地域商工業の活性化に加え、地域独自の魅力的な価値を

追求し「朝霞らしさ」を発揮するものとして、「シティ・セールス朝霞ブランド」を認定し、

市内外へ向けて発信し事業展開してきました。 

 また、平成２９（２０１７）年３月に市制施行５０周年を迎え、市の魅力を広く市内外へ

知っていただくためのブランドタグライン「むさしのフロントあさか」やキャラクター「ぽ

ぽたん」を創出し、記念映像「OKAERI」等を活用しながらシティ・プロモーションを

展開してきました。 

 令和３（２０２１）年には、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会の射撃競

技の会場市ともなり、これらを契機として、将来にわたって市の魅力を継続的にアピ

ールしていくとともに、市の活性化や持続的成長につなげ、次世代への良質な地域資

産創造と市の認知度の向上につながる取組を進めてきました。 

 引き続き、これまでの取組を踏まえながらも、今後は朝霞に暮らす人や暮らしその

ものに目を向け、新たな視点で魅力を発見、創造し広く市内外へ発信していくため、

「シティ・セールス朝霞ブランド検討委員会」において、本市のシティ・プロモーション

の方向性についての検討を行い提言をいただきました。 

これを踏まえ、「シティ・プロモーション方針」を策定し、今後は本方針を軸として、よ

り朝霞市らしいシティ・プロモーションを推進していきます。 
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２ シティ・プロモーション戦略 

 

朝霞市のシティ・プロモーションの位置づけ、シティ・プロモーションを通じて達成

したい政策目標を、次のように定義します。 

 

◆朝霞市のシティ・プロモーションの位置づけ 

朝霞の日常のクオリティを高め市内外へ発信していく活動 

  

◆シティ・プロモーションを通じて達成したい政策目標…地域の理想の未来の姿 

暮らしつづけたいまちの実現：選ばれるまちづくりと愛着醸成による定住促進 

 

 

   さらに、目標達成のためのシティ・プロモーション戦略と、セグメント1ごとに具体

化した戦略について次のように定めます。 

 

◆シティ・プロモーション戦略…理想の未来の姿へ近づくための手段 

「最高の日常を目指して」 

朝霞ならではの価値ある日常を発見、創造、共有できるしくみをつくり、まだ朝

霞の魅力に気づいていない人に効果的に発信していく。 

 

◆セグメントごとの戦略…理想の未来の姿へ近づくための各セグメントごとの状態 

【市内】（つくる、つなぐ）＝共有する 

暮らす人がそれぞれに、朝霞の日常を謳歌することで新たな価値をつくり、

様々な形でまちとのつながりを持っている。 

【市外】（伝える）＝発信 

朝霞の日常の価値をまちの魅力として編集し市外に発信することで、選ばれ

るまちとしての知名度やイメージが向上している。 

【行政】（支える）＝しくみづくり 

シティ・プロモーションによって各施策を触発することで、朝霞で暮らす人の

日常の価値を高めている。 

 

 

 

   この戦略は、次ページのようなイメージ図に表すことができます。 

 

                                           
1 集団を区切った区分のことで、特にターゲットとするまとまりを指す。 
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３ セグメントごとの戦術とターゲット 

 

前述の戦略をさらに具体化した戦術とターゲットを、以下のように定めます。 

 

◆セグメントごとの戦術とターゲット 

【市内】 

（戦術）朝霞での日常を改めて発見することができる機会をつくり、市民どうし、

市民と行政とがつながる。 

（ターゲット）一歩踏み出したいがそのきっかけを探している人 

 

【市外】 

（戦術）朝霞ならではの日常の価値を高いスキルを持って効果的に発信し、

また、市民が自らの言葉で発信できる環境を整える。 

（ターゲット）今後の転居等において朝霞市を選択する可能性の高い人 

 

【行政】 

（戦術）シティ・プロモーション課が情報共有化の要となり、枠組みを超えて 

連携しながら推進する。 

（ターゲット）庁内の各部署や関係機関、団体等の職員 

 

 

 

 

   戦略から戦術までをまとめると、次ページのようになります。 
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４ 推進体制 

 

今後、シティ・プロモーションを効率的、効果的に推進していくため、シティ・プロ

モーションに特化した推進体制を築きます。 

具体的には、市の職員によって構成する「シティ・プロモーション庁内推進委員

会」、市民の有志によって構成する「シティ・プロモーションミーティング」、専門的知

見を持つ者などによって構成する「シティ・プロモーション委員会」により、互いに連

携しながらシティ・プロモーションを推進していきます。 

この体制をイメージ図に表すと、次ページのようになります。 
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市の職員によって構成され、シティ・プロモーションに関
する取組について必要な情報を共有したり、市民が実施
する事業等との連携を行う。年に３～４回程度を予定。 

プロモーションの専門的知見を持つ者な
どで構成され、シティ・プロモーションに
関する取組についての助言などを行う。
年に２回程度を予定。 

市民の有志によって構成され、シティ・
プロモーションに関する取組を行う。
年に２～３回程度を予定。 

【行政】 

【市民】 【専門家】 

シティ・プロモーション方針 
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５ 推進のための検討事項 

 

前述のシティ・プロモーション戦略を、効果的に推し進めていくために、次の項目に

ついて検討していきます。 

 

 （１）オンラインコミュニティ2をつなぐプラットフォーム3等の構築 

   朝霞での日常が、暮らしている本人の言葉で語られる場が必要です。リアルな

対面の場だけではなく、現代では、オンライン上のコミュニティが重要な役割を担う

こととなります。たくさんの人がこのようなコミュニティと繋がるための、コミュニティ

とコミュニティをつなぐプラットフォーム等の構築について検討を進めます。 

 

 （２）市外へのタッチポイント4となるメディアの活用 

   朝霞での日常をコンテンツとして発信する際に、市内、市外に向けたそれぞれに

対するアプローチ方法は異なります。特に、市外へ対しては具体的なコンタクトが

図りづらいため、メディアを活用しターゲットへリーチできるよう図っていきます。 

具体的には、市内への情報発信には広報紙やホームページ、SNS などのオウン

ド・メディア5を活用しながら、市外への発信には、より情報伝達範囲や拡散性に高

い効果が見込まれるテレビ、新聞、雑誌などのアーンド・メディア6の積極的な活用

を図ります。 

 

 （３）メディア活用のための編集力、表現力の強化 

アーンド・メディアの代表格であるパブリシティ7記事につなげていくために、収集

したコンテンツについては、今後策定する編集方針に基づき適切に編集した上で情

報としてリリースするなど、一定のテクニックを身につけるよう努めます。 

また、情報伝達の効率や効果をさらに高めていくため、リリースするコンテンツが

ターゲットの視点に立った魅力的な表現となるよう努めます。 

 

  

                                           
2 現実社会でのつながりを指すオフラインコミュニティではなく、インターネットを利用したコ

ミュニティを言う。オンラインサロン、趣味や地域の SNSコミュニティなど多岐に渡る。 
3 物やサービスの提供者と利用する人、また利用する人同士をつなぐ場。 
4 一般的に、企業やブランドが顧客に何らかの影響を及ぼすあらゆる情報接点のこと。 
5 自社ウェブサイトに代表される、コンテンツのコントロールが可能なメディアを活用したメッ

セージ活動 
6 パブリシティ記事に代表される、直接のコントロールが不能なメディアによるメッセージ活動 
7 新聞、テレビなどのマスコミ媒体に、記事やニュースとして報道、紹介されること。 
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（４）絶え間ない職員のスキルアップ 

行政職員が市のシティ・プロモーション戦略についてしっかりと理解し、前項のよ

うな編集力、表現力を身につけていくため、書籍等により多くの成功事例を学ぶこ

とをはじめ、他自治体などを直接訪問し先進的な事例を実際に目にするなどの、絶

え間ないスキルアップの機会を設けることを検討します。 

 

 （５）専門的な知見によるアドバイスの機会 

今後、シティ・プロモーション方針に基づき、シティ・プロモーションをしっかりと推

進していくため、専門家を加えた委員会等において、行政の年間計画や実施結果

について報告を行い、助言等を受けることができる体制整備を図ります。 
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６ 資料 

 

資料１ シティ・セールス朝霞ブランド検討委員会での検討過程 

 シティ・プロモーションの方向性の検討及び提言については、シティ・セールス朝霞

ブランド検討委員会において以下のように実施しました。 

（１）現状把握、課題抽出、仮説立案 

    「朝霞市の人口動態」、「転入・転出に関する意識」、「定住に関する意識」、「愛

着、誇りに関する意識」について把握し、「シティ・プロモーションに関する課題」

として、「人口に関する課題」、「転入・転出、居住に関する課題」、「愛着、誇りに

関する課題」を抽出した。 

    これらをもとに、シティ・プロモーションを通じて描く地域の理想の姿について、

「楽しい暮らしで人が輝くまち」と仮置きし、愛着の醸成と主体的な情報発信によ

り、スタッフプライドやシビックプライドを醸成することを戦略とすることを仮説と

した。  

（２）仮説検証 

   令和元年１１月と１２月に、「朝霞での暮らしを楽しんでいる人」がどのような日

常を送っているのかを探るワークショップを開催した。インスタントカメラで「平日」

と「休日」それぞれに起床してから就寝までの３０分毎の目の前の風景を撮影す

ることで、朝霞の普段の暮らしの共通点を見つけた。 

   また、小学生の保護者を対象に「朝霞での暮らしの中の楽しみ」を聞くアン

ケート調査を行い、暮らしの中の楽しみや愛着のポイント、どのような点に朝霞で

暮らす価値を感じるかなどを聞いた。 

（３）戦略・戦術の検討 

   ワークショップ等を通じ、暮らしを楽しんでいる人は、当たり前のように過ごし

ている日常そのものを存分に謳歌していること、また、朝霞の日常には、当事者

では気づきにくい、他の地域で享受し難い“ちょっといい日常”が溢れていること

が浮き彫りとなった。このことから、これまで着目されてきた四季のまつりのよう

な「非日常」だけではなく、「日常」の本質を深掘りし言語化することで発見、創造

し得る「日常の価値」に目を向けることの重要性に気づくことができた。そこで、

検討委員会では「日常の価値」をキーワードに、市のシティ・プロモーションの戦

略を「最高の日常を目指して」とし、戦略・戦術の検討を重ねた。 

（４）推進体制の検討 

   さらに、上記のように導き出した戦略・戦術を効率的に推進していくための体

制について、検討を行った。 

（５）提言 

   検討した内容を提言として取りまとめ、市へ提出した。 
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資料２ シティ・プロモーション委員会条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、朝霞市シティ・プロモーション委員会の設置、組織及び運営に

関する事項を定めることを目的とする。 

（設置） 

第２条 本市のシティ・プロモーションの推進に関する事業展開等の調査、提言等

を行うため、朝霞市シティ・プロモーション委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第３条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) シティ・プロモーションの推進に関すること。 

(２) シティ・セールス朝霞ブランドの選定に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、シティ・プロモーションに関すること。 

（組織） 

第４条 委員会は、委員７人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 知識経験を有する者 

(２) 商工会から推薦された者 

(３) 農業協同組合から推薦された者 

(４) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民 

（会長及び副会長） 

第５条 委員会に、会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
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（任期） 

第６条 委員の任期は、２年以内とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会議） 

第７条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決する

ところによる。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しく

は説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、市長公室シティ・プロモーション課において処理する。 

（雑則） 

第９条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が

委員会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成 25年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30年３月 29日条例第６号） 

この条例は、平成 30年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年４月  日条例第  号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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資料３ シティ・プロモーション庁内推進委員会要綱 

 

（趣旨） 

第１条 本市のシティ・プロモーションを推進するに当たり、必要な事項を調査し、審

議するため、朝霞市シティ・プロモーション庁内検討委員会（以下「委員会」とい

う。）の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(１) 本市のシティ・プロモーション方針の推進に関すること。 

(２) 本市の魅力の発信及び愛着の醸成に関すること。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、本市のシティ・プロモーションに必要な事項に

関すること。 

（組織） 

第３条 委員会は、次の表に掲げる職にある者で組織する。 

市長公室長 

政策企画課長 

シティ・プロモーション課長 

地域づくり支援課長 

産業振興課長 

障害福祉課長 

こども未来課長 

まちづくり推進課長 

みどり公園課長 

教育指導課長 

生涯学習・スポーツ課長 

文化財課長 

中央公民館長 
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（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長を置き、市長公室長の職にある者を充てる。 

２ 委員会に副委員長１人を置き、委員長の指名によってこれを定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決す

るところによる。 

４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若し

くは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、市長公室シティ・プロモーション課において処理する。 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長

が委員会に諮って定める。 

附 則 

この要綱は、令和元年 11月 28日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝霞市シティ・プロモーション方針 

（令和４（２０２２）年３月） 

 

発行 朝霞市 

編集 シティ・プロモーション課 

〒３５１－８５０１ 

埼玉県朝霞市本町１－１－１ 

電話 ０４８－４６３－１１１１（代表） 

ＵＲＬ https://www.city.asaka.lg.jp

 

 



令和４年５月２４日現在

（敬称略・委員区分順）

選出枠 氏名 所属・役職

1 亀岡
かめおか

　勇人
はやと

株式会社マッシュアップ代表取締役

2 吉田
よしだ

　益美
ますみ 株式会社ヒットマンコーポレーション

代表及び市広報アドバイザー

3 商工会 木本
きもと

　志帆
しほ

ダマヤカンパニー株式会社取締役

4 農業協同組合 山﨑
やまざき

　善成
よしなり あさか野農業協同組合企画管理部企画課

課長代理

5 松山
まつやま

　夏代
なつよ

6 辻井
つじい

　寛
かん

7 高橋
たかはし

　邦彦
くにひこ

令和４年度　シティ・プロモーション委員会委員　一覧

知識経験

公募市民
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○シティ・セールス朝霞ブランド検討委員会条例  

平成 25年３月 29日条例第 31号 

改正  

平成 30年３月 29日条例第６号  

シティ・プロモーション委員会条例  

 

（目的）  

第１条  この条例は、朝霞市シティ・プロモーション委員会の設置、組織及び

運営に関する事項を定めることを目的とする。  

（設置）  

第２条  本市のシティ・プロモーションの推進に関する事業展開等の調査、提

言等を行うため、朝霞市シティ・プロモーション委員会（以下「委員会」と

いう。）を置く。  

（所掌事務）  

第３条  委員会は、次に掲げる事務を所掌する。  

(１) シティ・プロモーションの推進に関すること。  

(２) シティ・セールス朝霞ブランドの選定に関すること。  

(３) 前２号に掲げるもののほか、シティ・プロモーションに関すること。  

（組織）  

第４条 委員会は、委員７人以内で組織する。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。  

(１) 知識経験を有する者  

(２) 商工会から推薦された者  

(３) 農業協同組合から推薦された者  

(４) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民  

（会長及び副会長）  

第５条  委員会に、会長及び副会長１人を置き、委員の互選によってこれを定

める。  

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

（任期）  

第６条  委員の任期は、２年以内とする。ただし、再任を妨げない。  

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

（会議）  

第７条  委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。  
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２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。  

３  委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。  

４  会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若

しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。  

（庶務）  

第８条  委員会の庶務は、市長公室シティ・プロモーション課において処理す

る。  

（雑則）  

第９条  この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会

長が委員会に諮って定める。  

附 則 

この条例は、平成25年４月１日から施行する。  

附 則（平成 30年３月 29日条例第６号）  

この条例は、平成30年４月１日から施行する。  

附 則（令和４年３月 25日条例第４号）  

（施行期日）  

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。  

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正） 

２  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 32

年朝霞市条例第２号）の一部を次のように改正する。  

（次のよう略）  



傍 聴 要 領 （案） 

 

シティ・プロモーション委員会 

 

１ 傍聴する場合の手続 

（１）会議の傍聴を希望する方は、会議の開会時刻までに、会場で受付をし、シティ・プロ

モーション委員会会長（以下「会長」という）の許可を受けた上で、係員の指示に従

い、入室してください。 

（２）傍聴者の受付は、先着順で行い、定員（５人）になり次第受付を終了します。ただし、

会場等の事情を考慮し、会長が許可する場合は、定員を変更できるものとします。 

 

２ 会場の秩序の維持 

（１）傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、係員の指示に従ってください。 

（２）傍聴者が３の事項に違反したときは、会長はこれを注意し、これに従わないときは、

退場していただくことになります。 

（３）次に該当する方は、傍聴することができません。 

① 刃物等危険なものを持っている者 

② 酒気を帯びていると認められる者 

③ 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり等を持っている者 

④ その他、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者 

 

３ 会議を傍聴する場合に守っていただく事項 

  傍聴者は、次の事項を守ってください。 

（１）会議開催中は、静かに傍聴し、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

（２）談論、放歌、高笑その他騒ぎ立てるなど、議事の妨害はしないこと。 

（３）会場において発言しないこと。 

（４）鉢巻、腕章、ゼッケン、たすき等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等示威的

行為をしないこと。 

（５）会場において、飲食又は喫煙をしないこと。 

（６）みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。 

（７）他の傍聴者の迷惑になるような行為をしないこと。 

（８）会場において、会長の許可なく、会議の模様を撮影し、又は録音等を行わないこと。 

（９）携帯電話等通信機器を使用しないこと。 

（１０）その他会場の秩序を乱し、会議の支障となる行為をしないこと。 
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推進体制の運営方法について 

■朝霞市民プロモーションミーティング 

 ◇目的  

市民の方が朝霞市で過ごす時間を増やすために 

どのような取組を行うか検討し実行する 

 

【事務局案】 

【活動内容】  

「自由研究」をテーマに、朝霞市の研究員として調査・

取材し、地域の魅力を発掘、深堀する。 

※活動例 

・市内の飲食店に対して、お勧めのメニューやこだわり等

を調査、取材し朝霞市へ報告。市はWEBマップへ落と

し込み、飲食店MAPを作成する。 

・黒目川沿いに住む生き物を調査する。スポットごとの

生き物図鑑を作成する。 

 

■シティ・プロモーション庁内推進委員会 

◇目的  

市民の方へ、より行政の情報が伝わりやすくなるための 

取組を検討し実行する 

 

市民、シティ・プロモーション課による情報発信 

市内、市外へのアプローチ 
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【事務局案】 

【活動内容】  

各事業に伴う情報発信を行う際に、個人のスキルに

頼っている現状を打破する方法などを話し合う。良い

アイデアをボトムアップで実行し、全庁に波及させる。 

※活動例 

・各課の通知、チラシ等を持ち寄り、より見やすい、伝

わりやすい内容にするためのアイデアを出し合う。 

・HP での周知のみに頼っている行政続きの方法を、

動画等を作成し周知する。 




