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別記様式（第４条関係） 

会    議    録 

会 議 の 名 称 
第１回 

シティ・プロモーション委員会 

開 催 日 時 

令和４年５月２４日（火） 

          午後２時００分から 

午後４時０５分まで 

開 催 場 所 朝霞市水道庁舎 ４階 会議室 

出 席 者 別紙のとおり 

会 議 内 容  別紙のとおり 

会 議 資 料 別紙のとおり 

会 議 録 の 

 

作 成 方 針 

 ■電磁的記録から文書に書き起こした全文記録 

 □電磁的記録から文書に書き起こした要点記録 

 □要点記録 

 □電磁的記録での保管（保存年限   年） 

電磁的記録から文書に書き起

こした場合の当該電磁的記録

の保存期間 

■会議録の確認後消去 

□会議録の確認後 か月 

会議録の確認方法 委員全員による確認 

そ の 他 の

必 要 事 項 
傍聴者 １人 

 



令和４年度第１回 

シティ・プロモーション委員会 

                            令和４年５月２４日（火） 

午 後 ２ 時 ０ ０ 分 か ら 

 午 後 ４ 時 ０ ５ 分 ま で 

朝霞市水道庁舎４階会議室                           

１ 開     会 

２ 議     事 

 （１）各委員の自己紹介 

（２) 会長、副会長の選出 

 （３）推進体制の運営体制について 

 （４）その他 

３ 閉     会 

 

 

 

出席委員（７人） 

  会 長  知識経験者  株式会社マッシュアップ   亀 岡 勇 人 

  副   会  長  知識経験者  ヒットマンコーポレーション株式会社 

 吉 田 益 美 

  委      員  商工会    ダマヤカンパニー株式会社  木 本 志 帆 

    委      員  農業協同組合 あさか野農業協同組合       山 﨑 善 成 

  委      員  公募市民                  松 山 夏 代 

  委      員  公募市民                 辻 井   寛 

    委      員  公募市民                 高 橋 邦 彦 

事務局（５人） 

  事   務   局   市長公室長                宮 村   徹 

事   務  局  シティ・プロモーション課長        久保田 哲 人 

  事   務   局   同課課長補佐兼係長            西 田   恵 

  事   務   局   同課同係主任               山 口 議 貴 

  事   務   局   同課同係主任               鈴 木 佐 和 



資料一覧 

資料１ 朝霞市シティ・プロモーション方針 

資料２ 令和４年度 シティ・プロモーション委員会委員 一覧 

資料３ シティ・プロモーション委員会条例 

資料４ 傍聴要領（案） 

資料５ 推進体制の運営方法について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  審議内容（発言者、発言内容、審議経過、結論等）  

◎１ 開会  

〇事務局・久保田課長 

それでは定刻となりましたので、シティ・プロモーション委員会の第１回会議を始めさせていた

だきたいと思います。本日はお忙しい中お集まりいただきましてありがとうございます。進行を務

めさせていただきますシティ・プロモーション課長の久保田と申します。どうぞよろしくお願いい

たします。初めに、今回第１回の会議となりますので、委嘱書の交付を行わせていただければと思

います。大変恐縮ですが委嘱書の交付は皆様を代表して、お一人の方に行わさせていただきたいと

存じます。これから皆様全員をお呼びいたしますので、呼ばれましたら、大変恐縮ですが、その場

で御起立をいただきまして、そのままお待ちくださるようお願いいたします。亀岡勇人様。吉田益

美様。木本志保様。山﨑善成様。松山夏代様。辻井寛様。髙橋邦彦様。以上委員７人を代表いたし

まして、松山様に委嘱書を宮村公室長から交付いたします。松山様、公室長の前へお進みくださ

い。 

〇事務局・宮村公室長 

委嘱書、松山夏代様。シティ・プロモーション委員会委員に委嘱します。任期は令和６年３月３

１日までとします。令和４年５月２４日、朝霞市長、富岡勝則。どうぞ、よろしくお願いいたしま

す。 

〇事務局・久保田課長 

ありがとうございました。御着席ください。続きまして、市長公室長の宮村から皆さんにごあい

さつを申し上げます。 

〇事務局・宮村公室長 

皆様こんにちは。朝霞市市長公室長の宮村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日

は、委員会開催の御案内を差し上げたところ、皆様におかれましては、お忙しい中お集まりいただ

き誠にありがとうございます。本市のシティ・プロモーションでございますけれども、昨年１０月

にシティ・セールス朝霞ブランド検討委員会から提言を受けまして、本年３月、提言を具現化した

シティ・プロモーション方針を策定したところでございます。そこで本市では、この方針に基づ

き、施策目標を選ばれるまちづくりと愛着醸成による定住促進として、朝霞の魅力に気付いていた

だけるよう、効果的に発信していく価値ある日常を発見、創造、共有できる仕組み作りを市内外に

発信していきたいと考えております。皆様には朝霞市民プロモーションミーティング、またシテ

ィ・プロモーション庁内推進委員会の取組について御助言等をいただきたいと思っております。２



年の任期となりますけれども、何卒よろしくお願いいたします。簡単ではございますがご挨拶させ

ていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

〇事務局・久保田課長 

これにて委嘱式を終了いたします。なお、市長公室長につきましては、所要がございますので、

ここで退席をさせていただきたいと思います。 

〇事務局・宮村公室長 

所用が重なっておりまして、今日はこちらで失礼させていただきますが、今日頂いた御意見など

は後で事務局から必ず聴かせていただきますとともに、今後はこの会議に参加させていただいて皆

様と直接の御意見がいただけるようにしたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

本日は申し訳ございません。 

〇事務局・久保田課長 

続きまして第１回の会議に入りたいと存じますが、議事に入ります前にお手元の資料の確認をい

たします。資料一覧を御覧ください。事前にお送りしてあります資料が５種類ございます。資料

１・朝霞市シティ・プロモーション方針。資料２・シティ・プロモーション委員会委員名簿。資料

３・シティ・プロモーション委員会条例。資料４・傍聴要領（案）。資料５・推進体制を運営方法に

ついて。以上全てお揃いでしょうか。過不足等ございましたら、挙手をお願いいたします。ないよ

うですので会議を進めさせていただきたいと思います。 

○事務局・西田課長補佐兼係長 

それでは議事に入りたいと思いますが、本委員会は本日が第１回目でございますので、会長が選

出されるまでの間、シティ・プロモーション課長の久保田が議事の進行を行わせていただきたいと

存じますが、いかがでしょうか。 

それでは異議なしと御承認いただきましたので久保田課長お願いいたします。 

〇事務局・久保田課長 

改めまして、シティ・プロモーション課長の久保田でございます。それでは、会長が選出される

までの間、私が議長の代行を務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

早速議事に入りたいところですが、その前に皆様に３点ほどお願いとお諮りをしたいことがござ

います。１点目は、発言の際のお願いについて、２点目は写真撮影について、３点目は本委員会の

公開についてです。事務局からの説明を求めます。 

〇事務局・西田課長補佐兼係長 

はい、それでは御説明申し上げます。１点目の発言の際のお願いでございますが、本会議の会議

録を作成するに当たり録音をさせていただきます。つきましては、発言をする際は挙手をしていた



だき、議長が委員のお名前を呼んでからマイクのスイッチを入れて御発言をお願いいたします。２

点目の写真の撮影につきましてですが、本委員会の様子を市のホームページ等に掲載する際に、写

真も掲載したいと考えておりますので、写真の掲載に御賛同いただけない方は、会議終了後、事務

局にお知らせいただきますようお願いいたします。 

３点目の本委員会の公開につきましては、本市では、市政の情報提供及び審議会等の会議の公開

に関する指針に基づき、原則として、審議会等の会議を公開することとしております。そこで、事

務局におきまして資料４「傍聴要領（案）」を事前に用意させていただきましたので、本委員会にお

いて要領を決定していただきたいと思います。説明は以上でございます。 

〇事務局・久保田課長 

ただいま事務局から説明がありましたが、３点目の会議の公開につきましては、本委員会の審議

会は原則公開として、傍聴を認めたいと思っております。資料４「傍聴要領（案）」のとおり決定す

ることに御異議はございませんでしょうか。それでは、異議なしということでございますので、本

会議は原則公開として決定し、傍聴につきましては許可をしたいと思います。皆さんお手数ですけ

ども資料４「傍聴要領（案）」の案の字の見え消しをしていただきたいと思います。本日、傍聴者の

方の確認をいたします。 

〇事務局・山口主任 

本日の傍聴希望者が１人です。 

〇事務局・久保田課長 

本日の傍聴希望者は１人です。なお、会議の途中で傍聴希望者があった場合には、傍聴席の範囲

内で入場していただきたいと思いますのであらかじめ御了承ください。 

◎２ 議 事（１）各委員の自己紹介 

〇事務局・久保田課長 

それでは、議事に入りたいと思います。本会議は第１回目ですので、皆様に自己紹介をお願いし

たいと思います。いきなり自己紹介と言っても言い出しづらい部分もあるかと思いますので、私か

ら自己紹介をさせていただきたいと思います。 

改めまして、本年４月１日付け人事異動により、水道施設課からシティ・プロモーション課長に

なりました久保田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは委員の皆様の自己紹介

をしていただきたいと思います。私の席から近い順に亀岡委員から順番に、松山委員までの順でお

願いしたいと思います。 

〇亀岡委員 

ただいま御紹介いただきました亀岡でございます。株式会社マッシュアップという会社を東京で



経営しておりまして、業務内容は企業向けのセールス・プロモーションと地域社会向けのソーシャ

ル・プロモーションを両立し、事業の経済的価値と社会的価値を創出することで社会の一翼を担え

る会社を目指しています。また、社会活動としては、事業構想大学院大学というビジネススクール

で特任教授を行っており、専門分野はマーケティング、コミュニケーションデザイン、地域活性を

研究しています。朝霞市との関係は私が地方創生関連のシンポジウムに登壇した際に、シティ・プ

ロモーション課の前任者である奥田さんと高市さんから声を掛けていただき、朝霞市のシティ・プ

ロモーションを手伝ってほしいという話がありまして、３年前にシティ・セールス朝霞ブランド検

討委員会に参画しました。今年度は、いよいよ新しいシティ・プロモーションの方針の下、プロモ

ーション戦略、戦術が実装されるフェーズに入りますので、引き続き委員としてシティ・プロモー

ションに良い影響を与えていきたいと思います。皆さんよろしくお願い致します。 

〇吉田委員 

ヒットマンコーポレーション吉田です。朝霞市とは広報アドバイザーとして２０１７年から務め

させていただいております。実際には先ほど公室長を含め、２０１５年からいろんなプロジェクト

をやりながら、「むさしのフロントあさか」というスローガンを作り、「ＯＫＡＥＲＩ」という映画

を作り、「ぽぽたん」を作りました。それぞれの作り上げてきたものには、それなりの自負はあるん

ですが、外へ出したとき、例えば「ぽぽたん」も人を引き付けるのは強いです。それをどれだけ外

に出していけるか。行政の特徴でもあるのですが、物を作って、自分たちの子供みたいにして満足

しちゃうことってよくあるんです。それをとにかく外へ外へなんとか出していって、もうちょっと

朝霞の認知度を上げていく。ここを３、４年は朝霞っていうのが大きいメディアでかなり取り上げ

られている。４市の中でも、朝霞は人気があって、独走状態で人口が増加し続けている。その状態

をどこまで、何年先まで引っ張っていけるのかよく分からないんですが、常に前を向いてという

か、人々が住みたくなるまちっていうところを大前提にして、ギリギリまで少子高齢化の中で人口

が減らない、そういった方向へ向かっていきたいなと思っています。どうぞよろしくお願いしま

す。 

〇木本委員 

こんにちは。木本と申します、よろしくお願いいたします。私も前年までの３年間ブランド検討

委員会委員を務めさせていただいておりました。私の会社は、自営業で直径１００メーターのまち

づくりというコミュニティビジネスを中心としたコンサルティングを行っております。その中でい

ろいろな方と接する中、例えばホテル業の立ち上げであるとか、飲食業の立ち上げであるとか、ク

ラフトビールの公募であるとか、様々な業種、事業の立ち上げを行う機会に接してまいりました。

そうした一連の事業を立ち上げるときというと、いつもフローは同じになってきます。何をやるか



というところは同じというところで、やり方、ノウハウをシティ・プロモーション委員として、お

伝えできれば、お役に立てればということで、お引き受けした次第であります。この３年間で方針

が決まりまして、ここからは実行の年だということなんですけれども、その辺りは責任を持ってこ

の２年間務めさせていただければなと思っております。住まいが朝霞市本町にあります。朝霞市で

３人の娘を育てておりまして、商工会推薦の委員という立場と、朝霞市に住む一住民としての立場

でいろいろ発言をさせていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。 

〇山﨑委員 

皆さん初めまして、あさか野農協の山崎善成と申します。よろしくお願いいたします。この会議

自体には前任者がいたのですが、退職されまして、４月１日付の人事異動で、私自身もあさか野農

協の本店に異動して来たという形です。あさか野農協自体はですね、近隣の４市で一つの農業協同

組合となっておりまして、以前は新座市に本店がありました。平成３１年の２月に朝霞市のすぐそ

このはま寿司の向かいに来たという形です。建物の中は、２階が本店になっておりまして、１階は

朝霞支店という営業店舗。またその隣には経済配送センターというものがありまして、農協で取り

扱ってる商品を配達したり、店頭で売ったりする建物になっております。私自身は何店舗かありま

すが、営業店舗に配属されることが多かったので、お客様だったり農家の組合員さんと接すること

の方が多くてですね、なかなかこういう会合とか、どこかの会社の方々に会うという機会はあまり

なく、お客様か、系統の職員での会議という場が多く、あまり外に出ていくことがなかったので、

初めてで何を言っていいか分からなくなってしまうかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいた

します。 

〇髙橋委員 

こんにちは、高橋邦彦と申します。朝霞市に住んでですね、約４５年になります。３０年弱は朝

霞駅の方の近くにですね、根岸台というところに住んでいて、現在も１８年ぐらいになりますけれ

ども、今朝霞台の方に住んでおります。子供はですね、３人育てましたし、孫もですね、もう７人

ぐらい。みんな何かあると朝霞に集まるような、そんな感じでございます。私自身もですね、５年

ほど前に、埼玉県が主催しています生きがい大学というのがあります。そこで６０歳以上の人なん

ですけど、そこで健康福祉というもの１年間で勉強しました。その中で勉強したり、新しい仲間が

できて、障害者スポーツであるボッチャ。これに出会いまして、１年ぐらい障害者の方とかいろん

な方とですね、オリンピックが始まる前の年に朝霞市の中でそれを広げようということで、児童館

等に説明をして、少しずつところに新型コロナが広がってしまったというところで、ちょっと中途

半端になっております。今回ですね、私が知ってること含めて、何か住民の方のつながりだとか、

何か役立てることができるかな、と思いまして応募しました。是非皆さんと一緒にやっていきたい



と思います。よろしくお願いします。 

〇辻井委員 

初めまして、辻井寛と申します。よろしくお願いします。朝霞に引っ越してきたのが２年前なの

で皆様とは違うんですけれども、ちょうどコロナの始まった頃にこちらに来まして、だからそのマ

ンションとか住んでいてもマスクされたまますれ違うので、実は皆様のお顔を拝見したことがない

んですよ。そこはちょっと残念かなと思うんですけれども、今普通の会社員をやっています。通勤

時などに例えば車であるとか、自転車であるとか、以前都内に住んでいたんですけれども、もっと

こういうふうにすれば安全なのにな、とかいろいろ感じるところがあったので、それをちょっとご

提案できればなとか。あと、こういうことがあるんだったら、例えばテレビでもアニメでもいいで

すけど、こういうのとコラボすればいいのにとか、幾つかあったのでそのことができればいいのか

なとちょっと思っております。よろしくお願いいたします。 

〇松山委員 

はじめまして。松山夏代と申します。よろしくお願いいたします。私は現在小学校の低学年補助

教員として仕事をしております。前職は百貨店で１５年ちょっとぐらい仕事をしておりました。生

まれてから今までずっと朝霞にしか住んでいなくて、ずっと朝霞市の本町内をぐるぐる、結婚して

引っ越したりっていうことをしております。なので、あの自分が小さいときの朝霞の状況だったり

とか、今、自分が子育てをしている状態なんですけども、母親として、朝霞の地域の子の移り変わ

りだったりとかっていうところも含めて、何かお役に立てればと思いまして公募いたしました。皆

さんの足を引っ張らないように努めたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

〇事務局・久保田課長 

皆さんありがとうございました。それでは次に、事務局職員の紹介をさせていただきたいと思い

ます。まず西田課長補佐兼係長です。 

〇事務局。西田課長補佐兼係長 

こんにちは、シティ・プロモーション課の西田と申します。異動は昨年の４月１日付けだったん

ですけれども、今年の４月１日からシティ・プロモーション係長の方も兼務ということで拝命して

おります。私事なんですが、先日髪の毛を切りに行ったときにですね、担当してくださった美容師

さんが元朝霞市民の方でして、生まれが新座で、朝霞に住んで、今秋津に住んでいるとおっしゃっ

ていたんですが、なんで秋津に住んだかというと、都民になりたかったっておっしゃってたんです

ね。でも朝霞は本当にいいところだったっておっしゃっていただいて、それがものすごくうれしか

ったので、そういう朝霞市の方がたくさん増えるといいなとつくづく思いましたので、これからシ

ティ・プロモーション方針の始まりの年でもありますので、そういった朝霞を好きになってくださ



る方がたくさん増えるようなことを行っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

〇事務局・久保田課長 

次に山口主任です。 

〇事務局・山口主任 

シティ・プロモーション課の山口と申します。私が令和２年度の４月からシティ・プロモーショ

ン課に異動して、異動をする前は税の部門にいたので本当に畑違いといいますか、全く違ったとこ

ろからこちらの方に配属となって、最初はついていくのがやっとで、あっという間に２年間が過ぎ

てしまった感覚でした。気が付けば、私が一番課内では在職期間が長いということになり、今年シ

ティ・プロモーション方針をもとに、推進体制の実働の初年度の年になりますけれども、皆さんと

朝霞市をよりよくできればと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

〇事務局・久保田課長 

続きまして鈴木主任です。 

〇事務局・鈴木主任 

シティ・プロモーション課シティ・プロモーション係の鈴木と申します。私は前の部署が女性セ

ンターというところにいまして、そちらの方で男女平等や男女共同参画における仕事をしておりま

した。それでこちらの方に、４月から来たばかりですので、分からないことも多く、今勉強中とい

うところなんですけれども、この会議からいろいろと学ばせていただいて、頑張りたいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

〇事務局・久保田課長 

それともうひと方、事務局の補助をしてくださる方を御紹介したいと思います。株式会社マッシ

ュアップ、シティ・プロモーションディレクターの菅野ディレクターです。 

〇事務局補助・菅野ディレクター 

皆様初めまして。株式会社マッシュアップの菅野と申します。３年間、シティ・セールス朝霞ブ

ランド検討委員会のときからお世話になっております。今年から２年間、シティ・プロモーション

委員会ということで、事務局含め、また委員の皆様にとって、ちょっとこれ分からないなというと

ころについて、いろいろとまた御相談いただけたらと思いますので、お気軽にお声掛けいただいて

もらって、一緒にですね、朝霞市の未来を作っていけたらいいなというふうに思っておりますの

で、引き続きよろしくお願いいたします。 

〇事務局・久保田課長 

ありがとうございました。 



◎２議事（２）会長、副会長の選出 

〇事務局・久保田課長 

それでは、続きまして議事２・会長、副会長の選出を行いたいと思います。シティ・プロモーシ

ョン委員会条例の規定により、会長は委員の互選によって定めることとなっておりますが、どなた

か立候補、または推薦される方はいらっしゃいますでしょうか。木本委員。 

〇木本委員 

知識経験の枠で選出されている亀岡委員を会長に推薦させていただきます。 

〇事務局・久保田課長 

ただいま亀岡委員を会長に御推薦いただきましたが、皆様いかがでしょうか。御異議等ございま

せんか。（異議なしの声あり）御異議ないようですので、本委員会の会長は、亀岡委員にお願いした

いと存じます。亀岡委員、お引き受けいただけますでしょうか。それでは亀岡委員、会長席へお願

いします。ここから先の進行は会長にお願いしたいと思います。 

〇亀岡会長 

ただいま、シティ・プロモーション委員会の会長の職に選出されました亀岡でございます。皆さ

んの御協力により、会議を円滑に進めていきたいと考えておりますのでどうぞよろしくお願いいた

します。それでは、会議の方を進めてまいりますが、副会長の選出を行います。シティ・プロモー

ション委員会条例の規定により、副会長は委員の互選によって定めるとなっておりますが、まずは

立候補または推薦される方、いらっしゃいませんか。木本委員。 

〇木本委員 

委員の木本です。副会長に吉田委員を推薦いたします。 

〇亀岡会長 

ただいま、副会長に吉田委員を推薦いただきましたが、皆さんご異議ございませんでしょうか。

御異議がないようですので、本委員会の副会長は、吉田委員にお願いしたいと存じます。吉田委

員、副会長をお引き受けいただけますでしょうか。 

〇吉田副会長 

  お引き受けいたします。 

〇亀岡会長 

ありがとうございます。それでは、吉田委員、副会長席まで移動の方よろしくお願いします。準

備ができましたら、一言お願いします。 

〇吉田副会長 

副会長をやらせていただく吉田です。今までのいきさつの概略っていうのは後である感じです



か。はい。具体的にいろんな方針を、政策、施策を含めて具現化する段階に入ってます。ただ、予

算があったり人材をどれだけさけるかっていう問題もあったりで、いろいろ事務局の方でも御苦労

いただいているんですが、難航するところが多々あるかと思います。前向きなコミュニケーション

をして、なるべく前へ前へ進めていきたいなと思っています。ただし、今ちょっと気になったの

は、その大きい枠を本当に具現化できる形になってるのかって辺りと、具現化していくためにはど

うしたらいいのかということをなるべくフランクな雰囲気の中で、闊達な議論が進められていけれ

ばいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

〇亀岡会長 

ありがとうございます。 

◎２議事（３）推進体制の運営方法について 

〇亀岡会長 

それでは早速ですが、議事に入りたいと存じます議事３「推進体制の運営方法について」事務局

より説明をお願いいたします。 

〇西田課長補佐兼係長 

シティ・プロモーション課の西田です。 

議事（３）の前に、これまでの取組について少し触れさせていただきます。まず、シティ・プロ

モーション方針策定の経緯について申し上げます。こちらの委員会の前身であります「シティ・セ

ールス朝霞ブランド検討委員会」で、平成３１年度、つまり令和元年度から計７回の会議で検討を

重ねていただきまして、令和３年１０月の市長への御提言を基に、今年の３月に策定に至ったもの

でございます。理想の未来から逆算して、現在何をすべきか検討する「バックキャスティング」の

手法を用いて議論していただいたことで、これから目指すべき姿を定義し、朝霞市のシティ・プロ

モーションをどのように推進していくべきなのかが明確になったものと捉えております。 

資料１の２ページを御覧ください。方針では、戦略を、朝霞ならではの価値ある日常を発見、創

造、共有できる仕組みを作り、まだ朝霞の魅力に気付いていない人に効果的に発信していくとして

おり、それを一言で言い表したものが「最高の日常を目指して」でございます。朝霞市の魅力は、

例えば彩夏祭をはじめとするイベントなど、「ハレ」の日だけではなく、毎日の生活、何げない日常

である「ケ」の日、その日常そのものに実はあって、小さな喜びだったり、癒しだったり、また発

見や驚きがあったりする。そういうちょっといい毎日が続いていくことが、実は暮らす人それぞれ

の「最高の日常」といえるのではないか、と気付き、朝霞の日常の魅力について改めて共有し、発

信していく中で、まちへの愛着の醸成や、選ばれるまちとしてのステータスを上げていく、ひいて

は定住の促進につながる、こういった取組を展開していきたい、というふうに考えております。 



次に、これまでのシティ・プロモーションについて申し上げます。朝霞市は、今年で市制施行55

周年を迎えたところなのですが、５年前に市制５０周年を記念して、広報アドバイザーでもありま

す吉田副会長にも参加していただき、市のブランドタグラインである「むさしのフロントあさか」

や市のキャラクター「ぽぽたん」、映像「ＯＫＡＥＲＩ」などのコンテンツを作成いたしました。キ

ャラクターのイラストパターンは現在１３０種類あり、むさしのフロントあさかのロゴと併せ、市

が策定する計画や事業のチラシ等に積極的に活用するとともに、ぽぽたんの公式ツイッターでの発

信、ラインスタンプの販売など、露出に努めているところで、市内での認知度、愛着度が高くなっ

ております。そのほか、ＹｏｕＴｕｂｅ のＰＲ動画が６本あり、市のホームページから閲覧できる

ようになっているほか、懸垂幕を産業文化センターに設置しております。オリパラのレガシーとし

て朝霞駅南口に設置しているカウントダウンボードの運用を、令和４年２月から開始しておりまし

て、市内の行事を中心にカウントダウンを行っておりますが、近々で行事がない場合「ぽぽよそ

う」として、桜の見ごろや真夏日、あじさいの見頃など、朝霞市内の身近な話題をカウントダウン

のお題としています。ほかにも、市役所のトイレや北朝霞駅のトイレにぽぽたんのイラストを掲出

しており、暗くなりがちな公衆トイレのイメージが和らぎ、利用しやすくなっているのではないか

と考えております。 

それから、冊子「いつもの あさかで」ですが、これからのシティ・プロモーションについて、

方針の内容を市民の方向けに、分かりやすく表現したものとなっています。そのほか、これまでの

取組みや、むさしのフロントあさかについてや、シティ・セールス朝霞ブランドなどに触れており

まして、市内の公共施設や市内事業者様、駅などに配架しています。さらに、今年度に入りまし

て、新しくＩｎｓｔａｇｒａｍを開始しました。小さいぬいぐるみのぽぽたんと、サイズを合わせ

たむさしのフロントあさかのお手製ロゴボードを組み合わせたりしながら、市内の風景などを投稿

しております。 

それでは、議事（３）推進体制の運営体制について説明させていただきます。資料１の７ページ

をお開きください。朝霞市のシティ・プロモーションを効率的、効果的に推進していくための、シ

ティ・プロモーションに特化した推進体制としてのトライアングルをお示ししてあります。まず左

上ですが、本日お集まりいただいています皆さん、専門的知見を持つ方などで構成されているシテ

ィ・プロモーション委員会、右上にまいりまして、市民の有志の方たちによって構成されますシテ

ィ・プロモーションミーティング、こちらは「朝霞市民プロモーションミーティング」という名称

で活動していくことになりました。それから下の、市の職員で構成されるシティ・プロモーション

庁内推進委員会でございます。この３者が連携・協力しながら、シティ・プロモーション方針の戦

略である「最高の日常を目指して」、市民の皆さんが朝霞市の日常の魅力に改めて気付き、それを共



有しながら市内外へ発信していく取組みを進めることで、３ページにありますように市民の愛着の

醸成、そして選ばれるまちとなり、定住の促進につなげていく。こういった戦略の下、７ページ、

こちらの推進体制で朝霞市のシティ・プロモーションを推進してまいります。それぞれの役割でご

ざいますが、まず、シティ・プロモーション委員会では、年度の初め頃の委員会で、ミーティング

や庁内推進委員会への助言をいただき、年度の終わり頃の委員会でそれぞれからの実施報告、実績

報告を受けまして、実施内容などについて評価といいますか講評をいただく。そして、次年度に向

けての助言をいただいてというサイクルを想定しております。 

次に、プロモーションミーティングですが、１５人以内で構成する予定でございます。ホームペ

ージでメンバーの募集をいたしまして、現在１１人応募いただいています。このあと選考を行いま

して、メンバーとして選任してまいりますが、松山委員、辻井委員、高橋委員にも参加をお願いし

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

資料５を御覧ください。本日ここからがメインと言いますか、皆さんから御意見を頂きたい部分

になります。それぞれの活動の方向性について、事務局案を記載してございます。まず、ミーティ

ングの活動につきましては、朝霞での普段の生活に、ちょっと潤いを与えるもの、朝霞での滞在時

間を延ばす要素となるものについての深掘りをしていただく方向性で考えております。例えば、市

内の飲食店で自慢のメニューを取材したり、黒目川で生き物の写真を撮ってみたり、ベンチやトイ

レの場所をまとめてみたりといった活動をしていただき、市のホームページにマピオンのマップが

内蔵されているので、そこに落とし込んで誰でも見られるようにしてみたら、それを見た、例え

ば、今まで近隣市へ食事に出かけていた人が、市内で食事してみようと思ったり、休みの日に車で

遠出をしていた人が、黒目川やシンボルロードで散策をしてみようと思ったり、朝霞でいい時間を

過ごすきっかけになるのではないかと考えています。 

続きまして、庁内推進委員会ですが、資料１の１３ページに記載してありますように、方針の策

定中は庁内検討委員会という名称で、関係部署の課長級で組織していました。令和４年度から方針

を推進していくに当たり、今後は軟らかい発想力で自由な意見を言ってもらいたいとの思いがあ

り、要綱の一部改正を行いまして、主事、主任級の若手職員１０人以内で組織してまいります。行

政から市民への働きかけといいますと、どうしても事業課による施策を実施することでとなりがち

なのですが、もう少し、市役所全体で俯瞰してみたときに、市民の人がちょっと便利に使える「何

か」を考える会議体にしたいと考えております。例えば、市民が各種証明書を取得しよう、と思っ

たときにホームページには詳細に手続に関する記載があります。これが文字ばかりなので読んでる

うちに嫌になって、もう電話して聴いちゃおう、とか、行けば何とかなるだろうって直接市役所へ

来てしまったりする。そして身分証明がない、印鑑がない、委任状がないなどで発行することがで



きないから出直してください、なんてことになってしまうことが一定数あります。これは、一部の

人には、必要なことが正しく伝わっていないということなので、改善の必要があります。こういっ

た部分を打開する軟らかい発想、アイデア、こういったものを期待して、委員の選出を行います。

出てきたアイデアや意見を基に、市民の方に役立つ何かを形として御報告できるよう、検討してい

きたいと思います。こちらも６月下旬頃に第１回目の会議を行いたいと考えております。 

以上が事務局案となりますが、まずはそれぞれ目的の部分について御議論いただいて、残りの時

間で、もっとこんなことやってみたら市民の満足度があがるんじゃないか、とか、そういったアイ

デアをいただければと思っております。 

今年度は、方針のキックオフの年になりますので、３ページにあります戦略のイメージ図の真ん

中、「市内」の部分を充実させて、日常の魅力を見える化するといいますか、市内で共有できるよう

な取組み、それから効果的な発信の方法などについて御検討いただき、進めてまいりたいと思いま

す、どうぞよろしくお願いいたします。 

〇亀岡会長 

ありがとうございます。ただいま事務局から説明がありました内容について、質問があればお願

いしたいと思います。まずは最初の方針策定までの流れについて何か質問、疑問等あればお願いし

たいと思いますが、いかがでしょうか。何でもざっくばらんに話していきたいと思います。我々は

ブランド検討委員会で３年間実行してきた立場として、これまでのプロセスに対する質問にも答え

ますので、今のうちに不明な点があれば、解決しておきたいと思います。できれば、新たな委員の

方から質問があればと思いますが、いかがでしょうか。高橋委員、お願いします。 

〇髙橋委員 

今までシティ・プロモーション方針を策定して、今年来年で具体化していくために実際にこれか

らプロモーションミーティングメンバーが活躍していく中でやっぱり予算っていうのが結構効いて

くるんじゃないかなと思うんです。やっぱりボランティアで活動する、何かやるとき、予算が少し

でも１０万でも２０万でも必要になってくるケースがあると思うんです。その辺って予算化ってさ

れてるものなんですか。最後にみんなでこれをやろうとしたとき、実は予算がということになる

と、どうなのかなと。その辺りがあるのであれば教えていただきたいと思います。 

〇亀岡会長 

最初から核心を突くような御質問ですが、まず予算の話をする前にシティ・プロモーションの定

義を確認したいと思います。スクリーンに映っている図では、プロモーションの出発点が分かりづ

らくなっていますが、定義としては、まず日常の価値の発見と創造が出発点となります。これまで

は、まちの魅力として朝霞市民の方々が感じている本質的な価値を言語化することや市外に効果的



な発信ができていないという状態でした。シティ・セールス朝霞ブランド検討委員会では朝霞市が

推進する政策を理解することで、シティ・プロモーションを通じて何が実現できるのかを議論を重

ねていきながら、市民のミーティングにも参加することで、気付きを得たのが日常の価値を謳歌す

る朝霞らしいライフスタイルでした。このような価値を我々シティ・プロモーション委員もそうで

すが、市民の皆さんが前向きに、まちの魅力としてどんどん発信してもらえるような状況を作って

いくことがシティ・プロモーションを成功させるための前提条件だと思います。朝霞市の日常の魅

力を市内へ伝播させていくことで、それが市外に情報発信され、市外から良い影響が戻ってくるよ

うなグッドサイクルを作りましょうという考え方を図で表したものがこちらになります。 

質問のありました予算の部分については、市内に発信することにお金が掛かるかもしれません

し、市外に発信する際には何のメディアを使って発信するのかによって予算の規模が違ってきま

す。メディアもＳＮＳのように個人が無料で発信できるものもあれば、お金を払って購入する影響

力の高いペイドメディアもあります。現実的な話として朝霞市のシティ・プロモーション課の予算

が限定されていることを考えると、予算を効率的に使っていきながら、情報を効果的に発信するこ

とで、地域の価値としてフィードバックさせないといけませんので、このプロセスについても委員

会で引き続き議論をしていく必要性を感じています。具体的な予算については、一度事務局の方に

も確認しないといけませんので、高橋議員から御質問のありましたシティ・プロモーションに関連

する予算について今年度の状況説明をお願いします。 

〇西田課長補佐兼係長 

事務局西田です。市民プロモーションミーティングについて、まず報酬等については予算がない

ということははっきり申し上げられるところなんですけれど、ほかにミーティングでこれをやりた

い、あれをやりたいと発案があった時にですね、捻出できるものが現時点では難しいかなと思って

おります。例えば消耗品など、メンバーズカードのようなものはきちんと作ろうとか、あとはおそ

ろいで取材ノートみたいなものを持っていただこうとか、そういったところは、現実的には考え得

る部分ではございますが、現時点その他の部分については難しいかなというのが現実でございま

す。 

〇亀岡会長 

はい。高橋委員お願いします。 

〇髙橋委員 

これからプロモーションミーティングに参加されるボランティアの方が、こういうのをやりたい

とかいったときに何かパンフレットを作らないといけないだとか、最終的にはこういうものを作ら

なきゃとか、そういうものってやっぱりお金が掛かるわけですね。自分たちの努力だけでできるも



のであれば、パソコンやって、絵を書いて、出力して、コピーしてください。コピーするのも何百

円かお金が掛かるんですよね。そういうのも含めて、何もないって言われるとアイディアがしぼん

でしまって、関係者だけで話が終わったような気がするんで、そこをちょっと気にしました。 

〇亀岡会長 

はい。久保田課長お願いします。 

〇事務局・久保田課長 

市の予算におきましては、当初予算の方で組んでいきますので、今後そういったミーティングの

中で具現化されそうなものがございましたら、私達も予算の確保には努めてまいりたいと考えてお

りますが、なかなか現実的にならないこともままございますので、こちらも早めに情報発信をさせ

ていただきながら何かできる方法を、それでも考えていきたいと思っていますので、皆さんは予算

に関わらずいろんな意見を出していただければというふうに考えています。 

〇亀岡会長 

ありがとうございます。そういう意味では議事２番のこれまでのシティ・プロモーションについ

ても、極めて限定的な予算の中で朝霞市はやってきたわけですが、全てお金を掛けたメディアを展

開すれば、シティ・プロモーションが成功するのかという話とは別問題であり、先ほど説明したと

おり、その地域の魅力をうまく言語化して、発信していかないと、ただ面白おかしい情報だけが、

伝播されていくっていうのは、シティ・プロモーション的にはあまり成功とは言えないと考えてい

ます。つまり、現状では情報発信にお金を掛けることを急ぐのは良くないという話です。ただ先ほ

どおっしゃったように、ミーティング参加した市民の人たちのアイデアを潰してしまうような環境

はもちろん良くないことなので、そこを粘り強くシティ・プロモーション課の方にアイデアを形に

するために何とかならないかという話を伝えていけば、予算を作ることも可能だと思いますので決

して諦めずに相談してほしいと思います。また、リリースに関しては無料で展開できるメディアも

あるので、うまく利用してほしいと思います。私の個人的な意見としてもチャンスを生かすべきタ

イミングには予算を掛けて最適なメディアに投資すべきだと考えています。なかなか予算が付かな

い現状もありますが、諦めずに前向きに提案していきたいと思います。 

その他、よろしいでしょうか。これまでの方針策定の流れ、これまでのシティ・プロモーション

について質問があればお願いします。木本委員、お願いします。 

〇木本委員 

先ほど事務局の西田さんから説明いただいた、これまで朝霞市がやってきたシティ・プロモーシ

ョンの、項目一つ一つ、駅前のここに垂れ幕をかけています、であるとか、公衆トイレにぽぽたん

がいますとか、そういった話を今回は非常によくまとめていて、ひとまとまりの形として何をやっ



ていたかを聴くのが実は初めてでした。今回第１回目の委員会でもそうですし、今後のプロモーシ

ョンミーティング等色々な場があると思うんですけれども、先ほどおっしゃいっていただいた一覧

を必ず配るですとか、皆さんの前提条件を揃えるというところを是非やっていただきたいと思いま

した。 

〇亀岡会長 

はい、ありがとうございます。確かにおっしゃるとおり、シティ・プロモーションとして何をや

っているのかを関係者が把握できてないことは問題だと思いますので、展開メディア別に一覧にす

ることも大事だし、例えば、無料で掲載できる新しいメディアがあれば、委員の方々から提案いた

だきたいと思います。一方で、キャラクターのぽぽたんに全てを託すのは良くないと思います。キ

ャラクターによる面白おかしいプロモーションだけで終わってしまうのではなく、ぽぽたんに朝霞

市の魅力を上乗せすることができるロケーションの紹介やコンテンツをしっかり作りながら、効果

的に情報発信していくことが重要だと思います。また、朝霞市はハレの日として、彩夏祭など多く

の人が集まるイベントがあり、シティ・プロモーションとしてメディアへの露出は効果的だと思い

ますが、普段どおりの日々の生活である「ケ」の日についても朝霞の魅力ある日常として切り取

り、情報発信することが大切になります。それは一体どのようなメディアで伝えるべきなのか。市

民による口コミのようなものなのか、コミュニティを作るべきなのか。この辺りは市民プロモーシ

ョンミーティングでの議論の先に分科会がたくさん生み出されるなど、シティ・プロモーション委

員会が良い影響を与えることでグッドサイクルを作ることが重要だと思いますので、委員の皆さん

にも協力いただきたいと思いますし、木本委員がおっしゃったように、現在のシティ・プロモーシ

ョンの状況を一覧にするなど情報共有することが議論の前提条件になると思いますので、事務局の

方で整理をしていただき、資料を共有してもらえればと思います。その他ありますか。副会長お願

いします。 

〇吉田副会長 

かなりいろんなことがまだ分かりづらくなっているのかなというふうに思ってますんで、シテ

ィ・プロモーションって定義からいうと、外部資源、資源と人材とか、情報とかに働きかけて、内

部活用化、市内で活用化して市を活性化させていくっていう、ザクッと説明するとそんな定義なん

ですよ。ただし、行政っていうのが歴史的に行政圏内のサービスを中心にやってきてるじゃないで

すか朝霞市なら朝霞市で。行政圏内を中心でやってきているので行政は外部への働きかけが下手で

す。下手な上に外部に働きかけるとメディアが入りますよね。例えば雑誌広告を打ったり電車の中

に中吊り広告打ったりとかって、それも今あの電車の中でみんなスマホに夢中になっているので、

ネット上に出したり、お金が掛かるっていうのもあるし、そういう経験値が外部に打ち出したこと



がない。ほとんどないんです。そのほとんどないってことは慣れてないんで、あんまり出たがらな

いっていう習慣性があります。しかも外部に何かを出すってことは情報の出し方を間違えるとリス

クになります。それは、私も公務についていたことがあるから分かるんですが、命取りになる可能

性がある。萎縮しがちだっていうところが前提であります。ですからいろんなものが動いていくと

きに、つい内側へ、内側へって、内向していく傾向があることを僕は大変危惧しています。ともす

れば内向していっちゃう。先ほどの予算の話でも出てきてるのですが、予算がどういうふうに動か

せるのかわからないですが、比率とかを、なんとなく想像するに内向的な予算が多いかというよう

な気がします。そこら辺は柔軟に中で組み換えができるのかは分かりませんが、予算科目があるじ

ゃないですか。それを超えた場合などはわからないんですが、ほっておくと内向します。ですから

インナーミーティングばっかり僕たちがやってて、外に全然発信してないっていう状態に陥りがち

なところだけは、皆さんでお尻を叩くなりして、常に注意を喚起していきたい。例えばどんなもの

が内部で出来上がっても外へ出せなければ、半分は目的を達成してないんですね。それはベースに

社会背景として、少子高齢化っていうのがあるんで、放っておけば、幸いに朝霞は人口が増え続け

ているのですが、かなり稀有な例です。これは維持していきたい傾向なので、そこに向かってエネ

ルギーを注力するためにはどうしても外へ働きかける。現在のところ莫大な予算を使うわけにもい

かないので、ただ乗り作戦というか、パブリシティを起こして、外部メディア、マスメディアから

取材してもらうというのがほぼほぼ中心の、外部へ向かった活動。フリーライドという言い方はち

ょっと変なんですが、コバンザメというかそういうやり方のスキルを磨きに磨いてるところみたい

な感じがあります。ただ、いつまでもそれでいいのかっていうのは、私は甚だ疑問です。これは最

後の予算折衝の段階でどういうところを着目して、予算獲得していくのかって辺りの技術的なとこ

ろも頑張っていただきたい、というふうに考えています。 

〇亀岡会長 

はい、ありがとうございます。副会長御指摘のとおり、シティ・プロモーションを展開したこと

が効果的であったのか不明確であり、分かりづらいですよね。これが一番の問題だと思います。つ

まり、現在の朝霞市は人口が少しずつ増えてきていますが、確実に起こる未来として考えると少子

高齢化により数十年後には人口が減っていくわけですが、人口減少に歯止めをかけて、持続可能な

状況に持っていくためには、増えてきている人たちのまちへの愛着の醸成を同時に行っていく必要

があります。そのためには市外に魅力的な情報の発信と移住してくれた人のまちに対する愛着を醸

成していくアプローチがシティ・プロモーションの本質であり、最も大事なことだと思います。例

えば、自然が豊かで交通の利便性の良さを理由に朝霞市に移住してきた人が、数年後にもっと交通

の便利な都内に転居する場合や、自然の豊かさを更に求めて埼玉の奥地に転居する場合など、市民



のアンケートのデータを見ていくと、転出する理由が分かってきます。しかし、アンケートには具

体的な理由が記録されていないので、転出した人たちの本質的な意識については分からないのが実

情です。シティ・プロモーションがどのような効果を与えているのか、定住する理由になっている

のかという市民のインサイトをシティ・プロモーションとしてしっかりと読み取る必要がありま

す。そのためには、予算をかけてＮＰＳアンケート調査を行う必要がありますので、シティ・プロ

モーション課の皆さんには予算確保に向けて努力していただくということも、我々シティ・プロモ

ーション委員会の役割だと思います。副会長お願いします。 

〇吉田副会長 

会長のお話を引継ぐと、そのまま最高の日常を目指してっていう今方針が出てますよね、一番大

きい。かなり理想を謳ったような方針案なのですが、朝霞は例えば彩夏祭で花火ドカンとやって有

名なんですけど、一番大事なのは日々のクオリティというか、もちろん安全から始まる日々のクオ

リティでハレの日だけじゃない日、普通の日がどれだけ価値向上ができるか、そこの地味な目標を

設定しました。その背景には、入ってきた人になるべく満足していただいて、長く居ていただくっ

ていうこともあるんですが、最高の日常のある場所へ外から入ってきていただきたいというのがあ

ります。ちょっと一つだけ資料を用意させていただいたんですが、委員会でも最高の日常っていう

のを立ち上げる過程でいろんな言葉は出たのですが、公式な資料としては、いきなり最高の日常に

行かないじゃないですか。最高の日常に行くためのステップというか、最低限これは満たしていか

ないと最高の日常にならないでしょっていう資料を作りましたので、配付させていただきたいと思

います。 

もともと「むさしのフロントあさか」というタグラインがあります。それが示唆する七つの指標

として、上は、原因の方でｃａｕｓｅ、下がｅｆｆｅｃｔで結果。よく仕事でマイルストーンとい

う言葉があると思うんですが、ある程度順序立てて進んでいかなければ最高の日常って言ったって

絵空事になりかねないじゃないですか。行政の役割とか、コミュニティの役割とかも含めて、どん

なステップあるいはどういう要素があれば最高の日常に近づくのかなと。そういう意味で理想を高

くうたっているんですが、最初に「むさしのフロントあさか」っていうのは自然と利便性のバラン

スを大切にするまちというのがあります。２番目として、行政の役割として、あるいはコミュニテ

ィの役割として愛すべき環境をより愛せる環境へと改善し続ける。まちを良くし続けるっていう行

為が必要かなと。それから、歴史や文化・伝統、そして人との触れ合いから学ぶまち。ここら辺が

いわゆるゆとりを醸成するところにつながってくるのかなと思っています。 

その結果というとおかしいんですが、家族を越えた、小さなコミュニティが息づくまち。コミュ

ニティが大切だっていうんですが、大きいサークル活動だとか、それができるまでには家族以上サ



ークル未満という集団の形が大体派生しています。そういうグループの種というか芽になるところ

が、自由に活動できる場作りが必要なんじゃないか。それからそこら辺まで行って初めて、寛容で

深い懐、これ時間的な懐から空間的な懐、あるいは人間関係での懐を持ってるまちっていうのが出

来上がってくるんじゃないだろうか。その先ぐらいにやっと誰もが日常を前向きにおう歌できるま

ちが生まれてくると、ここら辺がシティ・プロモーション方針と近いところなんですが、最後に理

想としては他者のために考えて行動する喜びのあるまちみたいなところへ行くのかなと。何を言い

たいかといいますと、上のことを満たさなければゆとりは生まれないでっせ、という話です。だか

らまちの魅力を発信するっていうのもあるのですが、魅力を作り続けるってことも非常に大事。行

政だけが作るんじゃなくてコミュニティ側からも作っていくってことが非常に大事かなと思ってい

ます。一応、いきなり最高の日常では分からないので、ステップとしてはこういう条件が必要なん

じゃないでしょうかっていう資料です。 

〇亀岡会長 

はい。ありがとうございます。確かに最高の日常という言葉にはいろいろな考えや想いが包含さ

れているわけですけど、副会長に解説いただいたとおり、最高の日常は現在ある状況ではないです

よね。朝霞市の理想の未来を描いたときに、最高の日常をおう歌するライフスタイルがあったとす

るならば、その理想を実現するためには、朝霞ならではの魅力や価値など、成功要因を磨きながら

少しずつ大きくしていくと最高の日常というゴールが見えてくるのだと思います。例えば、朝霞の

まちを楽しんでいる人から影響を受けて、自分も新しいチャレンジをしてみようと思えるグッドサ

イクルが生まれると素敵ですねというような議論を過去に行ってきましたが、今後は市民シティ・

プロモーションミーティングの中で最高の日常を目指すことに対して、どのような取り組みをした

ら近道になるのか、この部分を改善しないと実現が困難ではないかというような議論が必要だと思

いました。はい、副会長お願いします。 

〇吉田副会長 

新しい市民の委員会とか行政の委員会もあるらしいので、ある程度こういうものを提示してあげ

ないといきなり最高の日常ってどう考えますってやられても、ほとんど時間が無駄になってしまう

かなと思いまして、ちょっと具体的に出させていただきました。 

〇亀岡会長 

ありがとうございます。木本委員お願いします。 

〇木本委員 

木本です。吉田副会長にも御説明いただいた、このフローというのが、非常に重要なところだな

と思いました。実際、ちょっと話が進んでしまうかもしれないんですけれども、事務局の方に作っ



ていただいたこの推進体制の運営方法についてという中の左側、朝霞市民プロモーションミーティ

ングの目的のところなんですけれども、ここの２行の言葉自体が、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て実行すると書いてありますが、この２行をむし

ろ、今教えていただいたこの「むさしのフロントあさか」が示唆する七つの指標のこの因果関係の

お話であるとか、あるいは、更に方針の中に戻っていって、市内のセグメントに対する戦略につい

ての言葉が直接的にここに入ってきた方が、この朝霞市民プロモーションミーティングをやる意義

といいますか、今までの経過を兼ねて今回このミーティングを開催しますという大義がうたわれて

くるのではないかと思ったんですが、いかがでしょうか。 

〇亀岡会長 

はい。ありがとうございます。確かにこの資料５に関しては、新しいシティ・プロモーション方

針を前提とした上での目的となっているので、各論として、例えばこのようなことを実行してみて

はどうかという事例だと思いますが、木本委員がおっしゃったように、市民の方々がシティ・プロ

モーションミーティングの目標を目指すための方法論やアプローチの手法として、吉田副会長が示

していただいた指標があった方が分からないと思います。その辺り、事務局に確認したいと思いま

すが、資料５の目標はあくまで事例として扱い、その案をここで議論するということでよろしいで

しょうか。それでは、木本委員から議事３番の朝霞市民プロモーションミーティングについて触れ

ていただいたので、そちらに議論を進めていきます。推進体制の運営方法について事務局案が出て

ますが、これはあくまで案なので、具体的にこういうことがあった方が良いのではないか、例えば

自分の知っている地域ではこういうことで成功しているが朝霞市も取り入れるべきじゃないかとい

うことでも構いませんし、アイデアの質を問わずに量を多く出していただきたいと思います。木本

委員お願いします。 

〇木本委員 

木本です。そうですね、朝霞市民プロモーションミーティングに関するアイディアの話をすると

いうことでよろしいですか。とするならば、先ほど事務局の方に教えていただいたように、松山委

員、辻井委員、高橋委員が、今後プロモーションミーティングに参加、委員として参加いただける

ということがありました。とするならば、今後このプロモーションミーティングを運営するに当た

って、私どもは前年までの方針を考えているので、こうあるべきみたいなイメージがあるんですけ

れども、実際にどうしたらいいの、具体的に何をやったらいいのというのが、生の質問を今この場

で頂ける機会なのではないかというふうに思います。そのため、今までのお話を聴いた上で、じゃ

あ実際にプロモーションミーティングはこういうことでいいんですかであるとか、逆にいろいろ質

問を頂けるといいのかなというふうに思ったんですけれども。いかがですか。 



〇亀岡会長 

はい。ありがとうございます。そうですね、アイデアの提案だけではなくて、質問でも構いませ

んし、抽象的なイメージでも構いませんので、どんどん御発言をいただくと有り難いです。どうで

しょうか。辻井委員お願いします。 

〇辻井委員  

  会議の流れと話が変わってしまうかもしれないんですが、アニメとかとコラボできないのかなと。

「鬼滅の刃」というアニメがとても人気があって、次回秋のシーズン３、それが霞なんですよね。

朝霞の霞なんですよ。霞の呼吸がメインなんですよ。この秋にしかできないイベントだと思って、

しかも数か月しかできない。川越市の霞が関も霞ですし、霞ヶ浦であるとかそういうところがもし

先立ってやられてしまったら、うちも霞っていう文字が付いているのにもったいないなって。 

  あと、成増駅がモスバーガーさんとコラボして「なりもす」ってありましたよね、期間限定で。

その時に、朝霞も霞なんだから、朝霞駅の柱って文字を借りてやるとか。朝霞は朝市ってやってい

るんですかね。朝市をやっているとすれば、朝を「・」を入れて霞の呼吸の一とすれば全部入るん

じゃないかと思うんです。そういうことで、朝市の販売をするときに、販売員さんが、キャラクタ

ーの恰好をするとか、許可をもらわなければいけないんですけど。 

そういったこととか、その他に注目度の高いところで言うと、朝霞って人参が有名ですよね。キ

ャロットファームっていう大手の馬主さんがいるんですけれども、もし許可が出ればキャロットフ

ァームなどでコラボできないのかなとか。せっかくキャロットファームっていうのと人参のシンボ

ルがあるまちであれば駅前のロータリーとかで何かできないかなと。競馬場にも１本で行けるの

で、ＪＲとかに許可がもらえればコラボできるんじゃないかと思っています。 

また、もしかしたら全然違う話かもしれないんですが、自転車事故が多いっていうことを聞いた

んですが、J：ＣＯＭの番組で。新座とか志木とか和光とかと比べても朝霞市が一番多いと。駅に近

づけば近づくほど、当然自転車事故が多くなって、信号もあってないようなものになっていて、自

分も車を運転しているとそんなところから、というところがあります。それで戸田市の方に行った

時に、歩車分離の交差点が何か所かありまして、もちろん一番最初はおっと、となるんですが、青

じゃないってなるんですが、一度通ってしまえば慣れてしまって、そうなれば事故とかも減るんじ

ゃないかなって思うんです。どこの交差点が危険かっていうところまでは分からないんですが、具

体的に言えば、朝霞台だとサミットがある交差点とかも夕方帰宅される方が多い。今はバスが減っ

ているということもあって、車でさあ行こうとすると飛び出してくる。もしここを歩車分離にして

くれると少し事故も減るのかなと思います。あとは北朝霞のロータリーの反対側の交差点とかもモ

デルケースのような形でやるのも手じゃないかなと思います。そこまでお金の掛かる話ではないと



思うので、最高の日常ということで、生活していく上で安心安全というのはどうしても、お子さん

を増やしていきたいとなった時に、こちらのまちは交通安全に関して一つこういう取組をしていま

す、交差点での歩車分離を進めていって、少しでも事故を減らしていく努力をしています、となる

と、もしかしたら近隣市との中で選んでいただける要素の一つになるんじゃないかなと思っていま

す。 

〇亀岡会長 

ありがとうございます。キャラクターとコラボする楽しいアイデアからソーシャルデザインのア

プローチで交通事故を減らすといったアイデアまで幅広く出していただきましたが、コラボレーシ

ョンに関しては、市の名前に文字が一緒だからコラボしてくださいでは、なかなか版権元も判断が

難しいと思いますが、例えば子供たちがやる気になっている様子やコスプレをやり始めて次のシリ

ーズに期待しているような情報があれば、コラボレーションが進むかもしれないし、そのような前

提条件をみんなでアイデアを出しながら作っていくことでライバルの地域に対して差別化していく

ことが大事だと思います。これまでキャラクターコラボについてシティ・プロモーション課から版

権元に打診するケースは無いと思いますが、それはやっていないから前例がないだけで、努力する

ことは可能だと思います。また、ＳＮＳで話題にしていくことによって、メディアに取り上げても

らうっていう方法もあると思います。私もこれまで面白おかしくやることだけがシティ・プロモー

ションではないという考え方で話してきましたが、一方では話題性がないと誰も注目しないのも事

実ですし、トレンドに乗っていく方法も取らないと結果が出ないということなど、市民シティ・プ

ロモーションミーティングで議論をして、キャラクターとのコラボレーションを推進するチームが

発生することで、どんどんチャレンジしていく人たちが増えていくなど、盛り上げていってもらい

たいと思いました。 

また、交通事故を減らすアプローチは社会課題解決であり、朝霞市で自転車事故が多い事実に関

しては、市民として行政が何とかするべきだという意見が多くなると思いますが、一般的な注意喚

起をデザインで改善することや事故に対する考え方を変換することで課題解決策を提案できるので

あれば、シティ・プロモーションという手法を使って取り組むこともできると思います。最近のグ

ッドデザイン賞を見ていると、昔は企業の商品やサービスを対象とするデザインが多かったのです

が、最近は地域創生や社会課題解決などソーシャルデザインが増えていて、今回のような交通弱者

を助けるためのアプローチがグッドデザイン賞として認められたこともあるので、是非朝霞市にも

取り組んでほしいと思います。社会課題の取組で注目を集めることもシティ・プロモーションだと

思いますので、貴重な意見をありがとうございます。事務局にお尋ねしますけどその交通の問題に

対して、過去シティ・プロモーション課で扱われたことはありますか。久保田課長お願いします。 



〇事務局・久保田課長 

恐らくですけども、シティ・プロモーションの中で、交通安全についてプロモーションしていっ

たり、情報発信というのはなかったのではないかと思います。今、辻井委員からお話がありまし

た、朝霞台駅のサミットから第五小学校があるんですけども、その辺一帯が実は大通りに抜けるた

めの抜け道になっておりまして、やはり事故ですとか急ブレーキをかけるようなヒヤリハットとい

う現象が多く見られるということで、数年前に、地域の方と行政がですね、一つの組織になりまし

て、みんなでどうやったら交通安全が出来るかという検証等を踏まえながら実績しております。 

情報発信が上手くできていないというところもあるかもしれませんので、担当課にお話の方をさ

せていただきます。ちなみに、行ったものとしましては、交差点の中を盛り上げるハンプというも

のを作ってですね、スピード減少させたりですとか、あとはそのエリア内の路面標示等を色々と工

夫しながら事故防止に努めているということは伺っております。今後そういった実績もありますの

で、シティ・プロモーションであったり、それぞれが所管する課の情報発信について、今頂いた意

見を伝えさせていただいて何かできることがあれば、早速やっていきたいと思います。ありがとう

ございます。 

〇亀岡会長 

ありがとうございます。行政の縦割りで話をしてしまうと、交通安全は警察やまちづくり部門が

扱う問題であり、シティ・プロモーションは広報の領域ということで分断されていることで、新し

い取組が何も起こらないのではないかと思います。一方で組織横断的に社会課題を捉えるまちとし

て表現するのであれば、包摂性があって優しさのある朝霞市だから住みやすいという情報に置き換

えると、それは発信すべきシティ・プロモーションの情報に変わるんですよね。これまで朝霞市で

はそのようなアプローチはしてこなかったわけですが、辻井委員のお話によって、交通事故に対す

る取組次第では前向きなシティ・プロモーション情報に置き換えることができるわけですよね。そ

して、誰に何をどのように伝えて、共感を得ることで、まちのファンになってもらうことがシテ

ィ・プロモーションには必要なアプローチだと思いますので、さまざまなアイデアからシティ・プ

ロモーションは展開されていくことを考えると、委員の皆さんには日々疑問に思ってることやこう

なればいいなと思っていることを幅広く意見として出していただければと思います。松山委員、お

願いします。 

〇松山委員 

松山です。先ほど外から朝霞に入ってくる人を増やすというお話があったと思うんですけども、

自分が５年前に出産をしているんですが、その際に友人の地域とかだとＳＮＳとかで区とか市から

こういうプレゼントをもらったよっていうふうに出産祝いとして区とか市から、自分の子供向けに



例えばおくるみをプレゼントされたっていうのを載っけていたりするんですね。そういうのを見て

ると、そういえば自分も産んだけど何もないなっていうのを感じた記憶があって、例えばそういう

ところから、もし何か、そういうおくるみとか大きい金額のものではなくて、例えば、もうちょっ

としたら使える図書カードだったりとか、そういった小さなものでももらえるよっていうのが完全

に個人単位ではあるんですけども、そういうところでネットワークとしてＳＮＳ上でそういう一個

人が載っけて、そこから朝霞はこういうのがもらえるとか朝霞に住んだら、例えば学校が小学校が

１０校あって、幼稚園がこれだけあってとか保育園がこれだけあってっていうところに飛べるよう

にすると入ってくる側としては、単純に何か産んだらそこでもらえるっていうよりは、そこに根付

いたらこういう保育園があって、こういう特性も選べるんだなとかっていう選択できるところにイ

ンターネットで飛んでいくっていうふうになると、住みやすいなっていうのが想像つくじゃないか

なと思ったりしました。 

本当に自分が子育てをしている中での浅いあの経験の下で話をしちゃってるので、ちょっと全体

的なあれではないのかもしれないんですけど、そういう個人単位での発信とかをちょっと生かした

り、例えばハッシュタグ「朝霞」って付けると、例えば何個か付けて発信するとぽぽたんのスタン

プがもらえますとか、ＬＩＮＥスタンプがもらえますとか、発信した側にも何かメリットがあるよ

うなものを継続していく。例えばそういうのをプロモーションとして出していけば、簡単にハッシ

ュタグ「朝霞」って付けるだけだったら誰でも使えると思うので、そういうことをしていって名前

を広げていくとか、またそれ朝霞でつながっていく友達とかに、個人ベースで口コミのＳＮＳバー

ジョンみたいな形でやっていくと、つながりやすいのかなと思ったりしました。 

〇亀岡会長 

ありがとうございます。全く浅い経験という話ではなく、シティ・プロモーションとして必要な

市民が感じているリアルな定性データそのものではないかなと思います。行政として子育て世代が

感じている意見をくみ取れないことが問題なのだと思います。一方で、子育て施策となると行政の

縦割りの話となり、シティ・プロモーション課の管轄ではないという話になるわけですね。はい、

副会長お願いします。 

〇吉田副会長 

辻井さんと松山さんのお話を伺ってまして、やっぱり例えば、朝霞の呼吸、それからキャロット

ファームでしたっけ。外部を使ってるんですよね。自転車事故の歩車分離の話も、会長の御助言も

あってすっきり見えてきているんですが、その外部へ発信できるように編集とか加工をすればいい

んです。デザインですとか。それから松山委員のお話も、外部へ発信したくなるような編集加工と

かクリエイティブがあれば、それはシティ・プロモーションの範疇の仕事になってくるはずなんで



す。やっぱりその外部っていうものを相手にした経験値っていうのは、僕が広報アドバイザーをや

って６年７年ぐらいになるんですが、とにかく外部へ発信した経験値が少ない。もちろん行政圏内

っていうのをやるのは基本の基本なんですが、そういう意味で言いますと、シティ・プロモーショ

ン課って外部につながってるからこそ課の存続、アイデンティティがあるはずなんですね。だけ

ど、ひょっとして何回か人事異動があると、いつの間にか内向してるというのが感想であり印象な

んです。だから皆さんの方からその外部へどうやったらつながれるか、もちろんコラボってもとも

と外部ですという視点をバンバン出していただくのは、とってもいいことだと思います。あとは編

集の仕方だったり、そのクリエイティブの加工の仕方だったり、ネーミングが必要なのかデザイン

が必要なのかいろんなことがあると思うんですが、そこはシティ・プロモーション課が今、前回の

提言でも、要になったところは残ったんでしたっけ。残ってますよね。要になってその全庁へ発信

していくいわゆるハブ。今の言葉で言うとハブになっていくっていうことは提言の中に入れてま

す。だからその外部へつながるというところを推していく。委員の皆さんで推していくっていうの

はとても大事なことだっていうふうに伺って思いました。 

〇亀岡会長 

ありがとうございます。はい、高橋委員お願いします。 

〇髙橋委員 

これは今のお話にもあったようにね、友人のところが出産すると何かもらえて、これ非常に大切

なね、年に一生の間に何回もあるわけではないじゃない。やっぱりそういうのって大切だな。これ

我々もそうかもしれませんけど、市の方でほかの市でどういうことをやっているのかをね、外部を

こういうふうに見てる方っているのかな。私具体的にこの半年間で二つちょっとほかの市を見て、

これはいいのに、朝霞をみたらやってないっていうことを改善の提案したことがあります。一つは

ですね、今マンションに住んでいるんですが、災害が起きて停電した時にポンプが回らないので水

がいかないんです。マンションの上か下には貯水タンクがあるんです。それを使えないかって。使

えるようにするためには蛇口をつければいい。１０年ぐらい前に私は朝霞市にお願いしたときに

は、前例がないからできませんと。二、三年前の資料を川口市とかああいうところを見ると、ちゃ

んと今はもう推進されてるんですよ。つまり災害が起きたときに水を市のタンクに入れて配るなん

て、もうできないわけですよ。そういうマンションとか公共の貯水槽のところに蛇口を付ける。こ

の２月に水道局の方にお願いして、今検討してるという話なんですけど。やっぱり最近マンション

がこうやって増えてきてて、せっかくタンクがあるにもかかわらずその水が使えない。それは横に

蛇口を付けてくれればっていう話です。やっぱりほかの市が何をやってるかこういうのは我々もそ

うだし、市の職員も見ていけたらなと思っております。 



直近、コロナにかかってみんな入院してたじゃないですか。あるときから入院できなくなって家

庭で大変そうですと。非常食なり配布があると思うんですけど、ほかの３市は和光、新座、志木は

もう翌日に送ってくれる。朝霞市はなかなか着かない。しかも、通販で買える人は駄目です。つま

り通販使える人は自分で通販で買ってください。ほかのところはそんな条件ないわけです。そうい

うのを一つとっても、何か朝霞ってってイメージが落ちてしまう。やっぱりこういうのはそういう

ときこそ、誰かがこういうふうに外部を見て、できるかできないかは誰かが判断すればいい。そう

いうのが我々市民もそうだし、職員の方もそういう雰囲気っていうかな、そういうのはやっぱり市

民の中でも市の職員の中でも持っていかなきゃいけないよねって、今松山委員のお話聞いて思い出

しました。 

〇亀岡会長 

ありがとうございます。事務局の方には耳の痛い話が続きましたが、千葉県に流山市というまち

がありますよね。流山市は母になるなら流山というスローガンでシティ・プロモーションを展開し

ていますが、このアプローチだと子供を産むママさんたちにとって手厚いサポートがある行政でな

いといけないわけですよね。つまり、子育て支援施策を第１優先としたシティ・プロモーションが

展開されるわけですよね。そのような取組を参考にして考えると、朝霞市は最高の日常を目指して

いるのだから、行政と市民が一緒になって地域の共通善を確立していく必要があります。今回、朝

霞市ではコロナ禍における非常食支援の在り方で他の地域に比べて至らない点があったようです

が、防災なども含めてシティ・プロモーションがリードしていけるようになれると良いですね。そ

のような意味では子育て政策をマーケティングのアプローチでプロモーション展開している流山市

を参考にしながら、朝霞市も改善が必要な点は取り組むべきだと思います。松山委員のリアルな意

見はとても良かったと思いますし、高橋委員のクリティカルな意見も、見落としがちな課題に目を

向けるためには重要な視点であると思います。木本委員お願いします。 

〇木本委員 

木本です。今、会長もおっしゃっていただいていますけれども、朝霞市民プロモーションミーテ

ィングでやってみたいこと、こういうことがあったらいいんじゃないかっていうアイディアってと

ても素晴らしいと思うんですけど、松山委員と辻井委員をはじめ、また別なアイデアが皆さんから

出てくる。そうなった場合に、次回のプロモーションミーティングの場でどういう優先順位をし

て、どういうふうに決めるんだろうと思っていました。大変になるなって思っています。この後、

今度はシティ・プロモーション委員会の委員としての立場で、次回のプロモーションミーティング

ではこの朝霞市のプロモーションの優先順位の中で何を決めたらいいのかを、今日この場で決めと

いた方がいいであるとか、次回のプロモーションミーティングまでにやるべきことの整理をしてお



いた方が、次回のプロモーションミーティングの切り口が鋭くなってきて面白いのではないかな。

それを踏まえて決めていただいたことを、実施報告としていただいたときに、この場の委員会での

評価もつきやすいのではないかなと思いました。 

〇亀岡会長 

ありがとうございます。木本委員から御指摘があったように、現時点の市民プロモーションミー

ティングでは誰がファシリテーションして、何を優先順位に進めていくべきかという運営面がイメ

ージできないので、事務局の方に確認しますが、木本委員から質問がありましたミーティングの内

容や日程も含めて計画はどのようになっていますか。 

〇事務局・山口主任 

シティ・プロモーション課の山口です。今木本委員から御指摘いただいたとおり、今回の委員会

の中、資料５の目的のところになりますけれども、方向性といいますか、そういったところについ

ては決定いただいた方がですね、朝霞市民プロモーションミーティングメンバーも現在１１人の応

募がありまして、恐らく皆さん強い想いを持って参加されるのかなと思っております。その中でミ

ーティングに参加された方がこれはやりたい、あれをやりたいという話が必ず出できてしまうと思

うので、方向性が１つあると私達事務局も進めていきやすいかなというふうに考えています。以上

です。 

〇亀岡会長 

ありがとうございます。シティ・プロモーション委員会としての考えとしてはやはり最高の日常

という新しいシティ・プロモーション方針がありますので、それを大前提として理想の未来に到達

するためにはどのような価値を作っていくのか、価値をどのように拡大していくべきかというよう

な議論を行ってほしいですが、方針となると難しいのであれば、皆さんが前向きに意欲的に取り組

んでもらえる目的表現に変えるのは良いと思います。木本委員のおっしゃっているのは、もっと具

体的に表現するイメージでしょうか。 

〇木本委員 

どこまで具体的にしたらいいか。ここは皆さんにも御相談させていただきたいです。 

〇亀岡会長 

高橋委員お願いします。 

〇高橋委員 

そこを私もちょっと懸念していて、３人ともこんなことやってみたいとかってアイディアがあっ

て、それとあと、これからプロモーションミーティング。そこでアイディアを全部話し合って、お

互いやることがどんなものなのか、それが一覧としてでてきて、その中で優先順位はどういうくく



りでやっていくかっていうのは誰が決められるんですか。それはプロモーションミーティングのメ

ンバーで決めていいのか。そのメンバーで決めたものを委員会の方に出してものができていくの

か。その辺りの基準というのを知りたいなと思っておりました。 

〇亀岡会長 

ありがとうございます。現時点では運営ルールは整理されてはいないので、皆さんから御指摘が

あるように、ある程度の枠組みやルールは必要だと思います。議論が迷走することを是正する意味

でも、事務局の方から示した方が良いですよね。はい、高橋委員。 

〇高橋委員 

２年ってすぐ経ってしまうので、なるべく早く最初に話し合う前に、全員が何どういうこと課題

があってすぐできるのか。それがいつ頃からできるのかを、共通認識を持って早めにスタートだけ

はしたほうがいいのかなと思っています。 

〇亀岡会長 

ありがとうございます。ミーティングの初回日程は決まっていますか。 

〇事務局・西田課長補佐兼係長 

初回ミーティングは、予定としては６月末から７月中旬ぐらいまでにというふうに想定しており

ます。 

〇亀岡会長 

分かりました。これまで出た皆さんの意見をまとめながら、副会長と事務局で相談をしまして、

案をお示ししますので、委員の皆さんが理解した上で市民プロモーションミーティングに参加して

もらいたいと思います。はい。山崎委員お願いします。 

〇山﨑委員 

すいません、いろいろお話を聴いている中で、どういう方向性でいくかっていうところですけ

ど、対内部に発信するものなのか、それとも外部に発信するものなのかが決まっていた方が、議論

が絞れるのではないかなと思いました。先ほどの交通のことだったり、プレゼントをもらえると

か、そういう話を含めて、それを「今住んでいる人」にアピールするものなのか、「よそから招き入

れたい、住民を増やしたい」外部に発信するのかが、どっちかなっていう。どっちもだと思うんで

すけどね。 

〇亀岡会長 

確かに手法としてはそこをはっきりしておいた方が良いと思います。一般的なプロモーションの

場合は内部に発信するインナープロモーションと外部に発信するアウタープロモーションは同期的

にサイクルしているべきだと思いますが、シティ・プロモーションにおいては自治体それぞれに状



態が違います。例えば、愛着を醸成する土台がまだ乏しい自治体だと、外部への発信を急いでしま

うとマイナスの効果となる場合もあります。朝霞の場合はそのような土台はしっかりありますが、

魅力や価値を言語化できていないことが課題となるので、これまでの３年間では、まず内部に魅力

を発信して、みんなで魅力を認め合う中で外部にも発信すべき情報があれば積極的に外部に発信し

ていこうという進め方をしてきました。外部に発信するメディアとしては何を採用するのかという

ことやメディアにかける予算がなかったら情報拡散できないという大きな課題もありますが。は

い、副会長お願いします。 

〇吉田副会長 

内部の魅力を発掘、編集して外部に伝えるってことがあるんですが、行政の活動自体は、営業活

動というとおかしいんですが、まちづくりの改善はずっとし続けなきゃいけないことなんですよ。

本当に理想の状態になってるかっていうと、例えばおっしゃった根岸台から和光市に向かう道、あ

そこ歩道も何もないっていろんなことがある。ありますよね。なので、ここに改善し続けると書い

てある。これをなくして内部の魅力だけを発掘しましょうって言うとなんか信仰めいてきちゃうん

ですよ。そこには絶対陥らないでいきたいなと私は思ってます。あの内部で何かないかってやるん

じゃなくて、あるものはうまい伝達方法を使いながら外に出していかないと、行政の仕事を肩代わ

りしてるだけではないじゃないですか。特にその外部発信に関しては、公募委員の方っていうの

は、同一レベルに立てるんです今。行政の仕事ってほぼほぼ行政圏内でやってきてるのでそんなに

スキルが高いわけでもない。下手すると度胸の発揮の仕方は公募委員さんの方が発揮できるじゃな

いですか。そこら辺も含めて僕は比重とすれば、６：４、７：３ぐらいで外部にちゃんと出して、

内部で作るものっていうのは編集とかクリエイティブっていう作業だと思います。あるものをどう

いうふうに加工して、コンテンツとして、外部流通しやすいことですということではないかなって

私は感じています。 

〇亀岡会長 

ありがとうございます。例えば、事務局案として事例を挙げていただいているＭａｐｉｏｎのマ

ップにお店の情報などを落とし込むことで、地域情報として発信する場合も単純に美味しいなどの

感想や価格訴求だけだと食べログのような情報になってしまいます。一方で、副会長がおっしゃっ

た価値や魅力を編集することが重要になります。例えば、雑誌を出版するのであれば、編集長が編

集方針を決めて、その方針にのっとって記事の制作や写真のカットを選ぶわけですよね。このよう

な事例と同じように、シティ・プロモーションの編集方針の下、マッピングの中に情報を落とし込

むルールが決めておけば良いと思います。過去の検討委員会でも地域の価値を魅力的に編集して情

報発信していくプラットフォームが必要ではないかという議論がありましたが、予算が必要なこと



なので、実現可能なものなのか事務局にも検討いただくとして、現状のウェブに集約する方法だと

してもシティ・プロモーション方針による編集が生かされていて、誰でも情報へのアクセスや発信

できる仕組を作ればプラットフォームとして成立すると思うので、大きな予算を掛けなくても、実

現可能なのかなと思います。重要なのは新しいシティ・プロモーションの方針に沿った編集やデザ

インすることであり、本日の皆さんとの議論で情報編集の大切さを再認識することができました。 

時間も限られておりますので、次の議事である庁内推進委員会ですが、こちらの方はシティ・プ

ロモーション委員会が直接参加することはないですが、目的として市民の方へ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わけですが、これはシティ・プロモーション課が庁内の音

頭役となって推進してもらうわけですが、進捗状況を共有してもらうことで、委員会より助言する

ことができるなど、庁内推進委員会に対する意見があればお願いします。はい、木本委員お願いし

ます。 

〇木本委員 

シティ・プロモーション庁内推進委員会については、是非市民プロモーションの後に実施してい

ただきたい。例えば、委員の方に頂いた意見で、他市ではこういう事例があるよとか、市ではこれ

はできないという意見が出たときにか、それは必ずシティ・プロモーション庁内推進委員会の方に

も相談ができるサイクルでスケジュールを組んでいくといいのではないかと思います。 

〇亀岡会長 

各委員会のスケジュールについて、事務局としてはどのような流れで考えていますか。はい。副

会長お願いします。 

〇吉田副会長 

私も木本委員の御意見に賛成です。助言、参加、実施報告みたいな流れはあるんですが、あるい

は情報連携、共有とあるんですが、課題でつながるとかっていうことも実はあった方が、より情報

を共有できるのかなと。だからそういう意味でタイムラグがあってもいいのかなっていう気がしま

す。ちょっと資料５を今見ていて少し気になったのは、それぞれの目的のところで、「市民の方」が

っていうのと、「市民の方」へってなってるんですね。ここでまた内側向いちゃってませんかねって

いうのを感じました。「市民の方」が。これ朝霞市で過ごしていただくっていうのは、交流人口を増

やしたりとか、訪問人口から定住につなげるみたいな目的もあるので、市内外の方、できれば市外

の方がっていうのに近いぐらいなんですよ。市民の方が過ごしていただくっていうのは、消費税の

落ち方とするとそれはいいんですけれど、それ市外の消費税も消費税なんで、内側へ内側へって傾

向には、やはり注意したいなっていうふうに思って、そういう感想を持ちました。 

〇亀岡会長 



ありがとうございます。確かにそうですね、市民に限定する文言となっているので、今後市民に

なってもらえる可能性がある市外の方にも向ける必要がありますね。さらに、まだ朝霞の魅力に気

付いてない方については、市内と市外の両方に当てはまります。目的の対象を明確にする方が、参

加する側も理解しやすいと思います。はい。副会長お願いします。 

〇吉田副会長 

くれぐれも、ずっと同じことを言い続けてきたのですが、未来の市民っていうのは市外にいるん

ですね。概念で当たり前のことなんですが、そこへのアプローチっていうものを意図的に。普通に

頭に置いてほしいなと思います。先ほど市内の魅力を何とか発掘するっていう作業をして、それを

発信するというものではないと思うんです。今ある朝霞ならではのものを自然に発信すべき。だけ

ど、取るに足らないって言うとおかしいんですが、マーケティング用語で言うと競争優位性のない

情報を、小ネタを持ってきて一生懸命発信したところで、それは何のプロモーションにならない。

そういう意味で厳格に外へ向けて、自信を持って勧められる本当に美しいケヤキ並木みたいなこと

は、自信を持って胸を張って発信できるんじゃないですか。それから、駅から１０分圏くらいの大

きな懐となるゾーンがある。駅前がもう少し活性化すればというそういう前提はあるものの、例え

ば川越市とか下北沢、鎌倉、表参道、神楽坂辺りの人気があるのは、駅から人を呼び込む、あとは

渋谷ですよね、道玄坂。呼び込むまでの奥行と懐があるまちなんですね。若者たちに人気があった

りする。そういう条件を朝霞が物理的に具備しています。そういうちゃんとした勝てるところ。分

かりやすく言うと、和光市の欠点を言っちゃうと分かりやすいんですが、非常に交通の利便性が高

いんですが、あっという間に川越街道に出てしまう。反対に行くともう土地が斜めになっちゃって

るみたいな。わざわざ欠点をあげつらう必要はありませんが、シティ・プロモーションってやっぱ

りこの辺りに住んでもいいかなって思っている人たちへアプローチしていく作業だと思うんです。

元々六本木ヒルズに住みたいっていう人は来ないんで。だからこの辺りに住みたいと思っている方

に、より朝霞に。そういう意味でいうと近隣こそが一番の競合、ライバルなんですよね。戸田辺り

だったり和光、志木、新座であったり練馬区であったり、板橋区から持ってきたりとかっていうこ

とが、リアルなのではないだろうかなと思っています。なので、強烈に外部を意識していきたいな

というふうに私は思います。 

〇亀岡会長 

ありがとうございます。庁内推進委員会への意見については、時間の関係上この辺りでまとめた

いと思いますが、前半の議論の中にも行政向けの要望が多く含まれていましたので、板書を確認い

ただきたいと思います。いわゆる行政の縦割りではなく、しっかり連携することが重要となりま

す。また、木本委員から指摘のありました市民シティ・プロモーションミーティングで挙がった議



題を庁内でも議論をしていただくなど、市民シティ・プロモーションミーティングと庁内推進委員

会がしっかりと連携がとれる日程サイクルで開催するなど、具体的な要望もありましたので、検討

していただければと思います。その他御意見の方は大丈夫でしょうか。それでは、推進体制の運営

方法について、各委員の皆さんから非常に前向きな意見やクリティカルな厳しい御指摘も含めて頂

戴しましたので、事務局の皆さんと連携を取りながら今後の各ミーティング運営に生かしていきた

いと思います。 

◎２議事（４）その他 

〇亀岡会長 

続いて最後の議事になります。少し時間が超過しますが、御了承ください。議事４その他につい

て事務局から説明お願い致します。 

〇事務局・西田課長補佐兼係長 

事務局から御説明申し上げます。３点今後の予定についてお知らせいたします。１点目、朝霞市

民プロモーションミーティングとシティ・プロモーション庁内推進委員会については、先ほども少

し申し上げましたが６月の下旬ぐらいから７月の中旬頃までの間で第１回目の開催を予定したいと

思います。つきましては、それぞれの会議の内容について、要点をまとめた会議録を作成いたしま

すので、そちらを委員の皆様に共有させていただきます。 

２点目、シティ・セールス朝霞ブランドについてです。現在七つのブランドについて平成３０年

から５年間の認定となっております。今年度末が認定期間の終わりとなりますので、ほかに認定す

る対象等があれば追加することも可能でございます。必要がありましたら次回会議の議題といたし

ますので、御意見がありましたら年内いっぱいまでに頂ければと思っております。 

３点目です。次回の第２回シティ・プロモーション委員会は、来年令和５年２月中旬ぐらいの開

催を予定しております。第２回の委員会では、今年度、朝霞市民プロモーションミーティング、庁

内推進委員会で行ったことの講評から次年度に向けての方向性について審議していただくことを予

定しております。以上です。 

〇亀岡会長 

ありがとうございます。この委員会も次回開催が半年後なんですね。シティ・プロモーションの

成果を出すには市民シティ・プロモーションミーティングが充実した内容になっていることが重要

なポイントとなるので、委員会としても参加や助言をしていきたいと思います。次のステップとし

ては、市民シティ・プロモーションミーティングでの議論の場が盛り上がるようにサポートしてい

きたいと思います。ほかになければ以上本日の会議を終了しますが、大丈夫でしょうか。 

 



◎３閉会 

〇亀岡会長 

以上をもちまして本日の会議の方は終了いたします。皆さん御協力ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


