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第１章 シティプロモーション

１ シティプロモーションとは

シティプロモーションとは、市民協働で本市の魅力な
どを伝え、発信することで、市内外に本市の認知度の向
上や、魅力の共感を獲得すること。その結果、関係人口
や交流人口が増えることで、まちが持続的に発展し続け
ることです。

魅力を
勧める

認知度
の向上

共感の
獲得

持続的に発展し続けることが
可能なまち
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「地域魅力創造サイクル」の確立

２ 目指すシティプロモーション

伊達市のシティプロモーションは、将来的に地域を支
え、継続し発展させていく「担い手」を作ることを目的
としています。市と市の応援者が協働で、まちが持つ魅
力を内外に伝え、まちへの想いや、まちに積極的に関わ
りたいという意欲を持った人々を増やすことで、自らに
とってふさわしい“まち”となり、持続的な発展が可能
になると考えます。

長く住み続けてもらう定住人口や、観光だけにとどま
らず支援、勧める意欲を持つ関係人口を増やすためには、
まちへの「共感」が無くてはならず、そのためには伊達
市の真の魅力を理解し、共感してもらう人たちを増やし、
継続することが重要になります。

「地域魅力創造サイクル」とは
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３ ブランドメッセージ

＃幸せが
じゅずつなぎになるまち

伊達

子どもからお年寄りまで幸せがつながるまち
地域の輪が広がるまち
幸せのサイクルがじゅずつなぎのようにつながるまち

本市のブランドメッセージ「＃幸せがじゅずつ
なぎになるまち伊達」は、「伊達市の魅力」を伝
える、伊達市らしい「メッセージ」を表したもの
です。
このブランドメッセージは、市民ワークショッ

プを重ね、作られた３つの候補から、ブランド
メッセージ総選挙を開催して決定したものです。
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第２章 現状（市民の意識）

シティプロモーションを推進するために、市民がまち
に対して「誇り」をもって「勧める」こと、まちをつく
る地域活動に参画する「シビックプライド」の醸成が重
要です。

本指針の策定に当たり、市民の意識を把握するため、

（１）魅力を伝えたいと思う気持ち（勧める意欲）

（２）情報の発信方法

（３）伊達市を知ってもらう取り組み（参画意欲）

などについて、令和２年度「まちづくりアンケート調
査」を実施しました。

伊達市の魅力の発信については、「できるだけ多くの
人に伝えたい」が32.4％、「知人や友人にのみ伝えた
い」が14.8％で、合わせて47.2％となりました。

「魅力を知らない」が47.0％、「伝えたくない」が
3.0％で、合わせて50.0％に上っています。

１ 魅力を勧める意欲

47.2%
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伊達市の魅力をどの発信方法で伝えるのが良いかについ
ては、「インターネット（ホームページ、ＳＮＳ、YouTube
等）による情報発信」が37.6％で最も多く、次いで「TVや
ラジオなどのメディアによる情報発信」が34.0％、「チラ
シや雑誌等の紙媒体による情報発信」が15.4％、「人から
人への口コミによる情報発信」が10.7％となりました。

２ 情報の発信方法

伊達市の知名度上げる取り組みへの参加については、
「積極的に関わりたい」が5.9％、「できるだけ関わり
たい」が36.8％で、合わせて42.7％が関わりたいと回答
してました。

一方、「あまり関わりたくない」は46.9％、「全く関
わりたくない」は7.0％となりました。

３ 知ってもらう取り組み
（参画意欲）
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（１）伊達市の魅力の発信（勧める意欲）は、高い割合
が 47.2％と約半数の結果となっています。一方、低い
１割合が47.0％となっています。高い割合が低い割合を
0.2％上回っていますが、低い結果となっており、進め
る意欲をいかに高めていくかが課題となっています。

（２）情報の発信方法は、インターネット（ホームペー
ジ、SNS、YouTubeなど）やテレビやラジオなどのメディ
アによる情報発信が71.6％と多くを占める結果となって
います。この結果から、これらのメディアをいかに活用
して情報発信していくかが課題となっています。

（３）伊達市を知ってもらう取り組み（参画意欲）は、
低い割合が高い割合を11.2％上回る低い結果となってい
ます。参画意欲をいかに高めていくかが課題となってい
ます。

４ 現状の課題

勧める意欲・参画意欲

勧める・参画意欲
をいかに高めてい
くかが課題
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第４章 取り組み方針

『第２次伊達市総合計画』・『第２期 伊達な地域創
生戦略』の将来都市像を実現するため、シティプロモー
ションを推進します。

「 伊達市が目指す地方創生」の２つの目標の実現する
手段としてシティプロモーション推進事業を位置付けて
います。

1 伊達に来てくなんしょ

1-③様々な交流による移住定住推進プロジェクト

2 おらほの子育て日本一

2-③ふるさとへの愛着と誇り醸成プロジェクト

１ シティプロモーションの位置づけ

２ 将来都市像とシティプロモーション

第２次総合計画・第２期伊達な地方創生戦略に掲げた都
市将来像を実現するため、シティプロモーションを推進す
ることにより

『ひととひとの交流が広がり、

魅力を創造・発信し続けるまち』

を目指します。

将来都市像
『健幸と個性が創る 活力と希望あふれる故郷 伊達市』
（第２次伊達市総合計画）
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（１）市民の意欲の向上

３ シティプロモーション推進の柱

市の魅力を伝え勧める意欲（勧める意欲）、地域活
動へ参画する意欲（参画意欲）、地域で活動する人へ
の感謝する意欲（感謝意欲）を高める活動をします。

（２）地域の魅力創造者（担い手）を増やす
市の魅力を創り発信する支援や応援する「伊達市応

援サークル」をつくる活動を行い、地域魅力創造サイ
クルの確立を目指します。

（３）ブランドメッセージを市民の誇りに
伊達市の魅力や優位性などをわかりやすく示すもの

です。ブランドメッセージが市民の「誇り」と感じる
まちづくりを目指します。
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４ シティプロモーションの
推進ステップ



伊達市のシティプロモーションを具体的５W１Hに整理すると以下の
ようになります。

①WHY (何のため、目的)

将来的に地域を支え、伊達市が継続して発展させていくために

②WHO (誰が)

市、市民やＮＰＯ等の団体と連携した体制で

③WHERE (誰に対して)

市内外の共感を得たい対象（ターゲット）に対して

④WHEN (どのような流れ、いつ)

対象に対し、情報を効果的に訴求することで、情報の共有や拡散を

⑤HOW (どのような方法)

市の広報紙やホームページ、ＳＮＳ等を活用したメディア、テレビ・

新聞・ラジオなどを利用して効果的に発信する。

⑥WHAT (目標)

地域で活動したい、応援したい人を増やすとともに、声を掛け合い、

支え合うまちを目指して

５ 取り組みの具体的整理

６ 取り組みよる目指すイメージ

【イメージ図】地域参画総量の向上
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令和３年度 ～ 令和６年度
この指針は、第２期伊達な地域創生戦略の目標実現に

向けて実施するため、その戦略の期間を推進期間として
取り組んでいきます。

７ シティプロモーション推進期間

（１）進捗管理と評価

・市民アンケートの実施

勧める意欲、参加意欲、感謝意欲を継続的に進捗

管理による進行状況の確認と評価を実施します。

・意欲の定量化

修正NPSを用いて確認を実施します。

（２）推進のための改善

・目標の再確認と推進の継続のため

年度ごとに見直し、改善を実施します。

８ 進捗管理
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資料

(１)目的

「伊達市シティプロモーション戦略」を策定するに当

たり、より多くの人が自ら積極的に街に関わりたいと

いう意見を持ってもらえるよう、伊達市に愛着のある

方などからの提案・意見を踏まえ、戦略に反映するた

め市民ワークショップを行います。

(２)主なワークショップの内容

・市の魅力を洗い出し、発信方法を考える。

・シティプロモーション戦略に関する意見交換

・ブランドメッセージの作成

１ 市民ワークショップ
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(３)市民ワークショップ 実施内容

第１回：令和２年９月28日(金) 18：30～

・シティプロモーション概要説明

・伊達市の現状と目標の把握

・魅力の洗い出しとカテゴリー分け。

第２回：令和２年10月16日(金) 18：30～

・「シティプロモーションとは」

河井孝仁 教授 講演

第３回：令和２年11月13日(金) 18：30～

・伊達市で幸せを実現できる人物像(ペルソナ)

３名の設定

第４回：令和３年２月25日(木) 18：30～

・ブランドメッセージ、メインコピーの作成

第５回：令和３年３月18日(木) 18：30～

・ブランドメッセージ、ロゴの決定

・伊達市シティプロモーション指針の決定
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(４)市民ワークショップで出された伊達市の魅力
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＃幸せが
じゅずつなぎになるまち

伊達


