
平成 27 年度事業報告 

１ 会議の開催経過 

(1)実行委員会の開催状況 

開催日等 内     容 

平成 27 年４月 21 日（火）

【平成 27 年度第１回】 

•会長から、長野市が今後取り組んでいく人口減少

に歯止めをかける上で、長野市の魅力を市内はも

とより市外・国内外に発信している役割を担って

いる「ながのシティプロモーション」は重要であ

ると考えており、本活動がしっかりと育っていく

よう協力をお願いしたいとの挨拶。 

•平成 26 年度事業報告・収支決算を承認。 

・平成 27 年度事業計画及び収支予算について協議

  ⇒ 原案のとおり決定 

•シティプロモーションのキーワードとしている

「ご縁」は、善光寺御開帳にあわせたキャンペー

ン用のものではなく、御開帳後も引続き積極的に

活用いただき、長野市の新しいイメージの形成に

協力いただきたい旨、加藤会長から依頼。 

•「その他」として、 

事務局から長野市が実施している「長野市の

魅力掘り起こし・発信事業」について説明。 

長野市商工観光部産業政策課から就労環境に

関する情報サイト「おしごとながの」の概要説

明と活用依頼。 

最後に、事務局から情報発信のスキームとし

てシティプロモーションを活用いただくよう

（随時情報を寄せていただくよう）依頼。 

(2)ワーキングチームについて 

①ワーキングチームの開催状況（平成 27 年度 ４回開催） 

開催日等 主  な  内  容 

平成 27 年７月 29 日（水）

【第 12 回】（通算） 

・委員長選任 

・平成 27 年度事業を検討（今後の方向性を確認）

ながのシティプロモーション実行委員会
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開催日等 主  な  内  容 

平成 27 年８月 26 日（水）

【第 13 回】 

・ポストカードの製作・配布について検討 

・専用ホームページの運営について検討 

・メディア広告の実施について検討 

・プロモーションビデオの活用について検討 

平成 27 年 10 月６日（火）

【第 14 回】 

・ポストカードの製作・配布について検討 

・専用ホームページの運営について検討 

・メディア広告の実施について検討 

・プロモーションビデオの活用について検討 

・小学生向け地域の魅力リーフレットの作成につ

いて検討 

平成 27 年 12 月 18 日（金）

【第 15 回】 

・ポストカードの製作・配布について検討 

・小学生向け地域の魅力リーフレットの作成につ

いて検討 

・メディア広告の実施について検討 

・キャッチフレーズ・ロゴマークの活用・管理に

ついて検討 

・プロモーションビデオの活用について検討 

・専用ホームページの運営について検討 

※ 会議開催の他、メール等で適宜情報提供、意見・提案を聴取し事業の企画検

討に反映。 

②事業者選定委員会の開催状況（平成 27 年度 ２回開催） 

開催日等 主  な  内  容 

平成 27 年 11 月 17 日（火）
・専用ホームページ管理運営業務委託候補者の選

定 

平成 28 年１月 19 日（火） ・広報宣伝業務委託候補者の選定 

３ 



③メンバー 

所 属 機 関 氏名・役職 

長野商工会議所
山谷 由美子
（商工観光課係長）

（公社）長野青年会議所
竹内 克斗
（副理事長）

（公社）南長野青年会議所
高橋  淳
（専務理事）

 ＮＰＯ法人 長野都市経営研究所 
竜野 泰一
（理事（株）エーシーエ設計代表）

（一社）長野市農業公社
戸谷 忠仁
（農業支援部課長）

 善光寺事務局 
清水 雄介
（庶務部長）

（公財）ながの観光コンベンションビューロー
中澤 拓也
（観光部係長）

◎ 清泉女学院短期大学
山貝 征典
（人間学部専任講師）

 事務局

【◎：委員長  実行委員会名簿区分順、敬称略】 

※委嘱期間：平成 27 年７月１日から平成 28 年３月 31 日まで 

２ プロモーション事業実施内容 

【魅力の掘り起こし・発信（市内を中心に展開）】 

(1) 長野市の魅力を紹介する絵葉書の製作・配布 

長野市にある数多くの地域固有の景観（風景）を再発見し、愛着と誇りを持っ

て守り育てていくため、市民の皆さんが考える「大切にしたい景観」「お気に入

りの景観」の中から長野市景観審議会が選定した「ながの百景」や、長野市風景

画展や写真コンテスト等の作品を素材に、絵葉書を製作し、本市の魅力を発信（市

内宿泊施設、観光案内施設、公共施設等で配布）。 

市民に対しては、地域の魅力の再認識と、地域に対する愛着と誇りを持つこと

を期待。併せて、市外の人への宣伝を期待。 

市外の人には、長野市への来訪に対する歓迎の意を伝え、コミュニケーション

ツールとして活用いただくとともに、「訪れてみたい」「住みたい」と思っていた

だくきっかけとなることを期待。 

○絵葉書４種類 各 10,000 枚印刷 

・事 業 者：㈱イシワタグラフィックス 

・作成費用：324,000 円 
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【絵葉書内容】

№ 内

１ 風薫る棚田 

（信州新町、大岡地区）

２ 朝霧の見える里

（戸隠地区）

３ 晴天の下で 

（中条地区）

４ 仲見世からの晩秋の花火

（善光寺界隈）

(2) 小学生向け地域の魅力リーフレットの

子どもの時期から本市の魅力を認識してもらうため、『

トブック』のコンテンツ等を基に、観光面に限定せず歴史、生活文化や産業、自

然等の魅力に関する情報を掲載したリーフレット

を信州社会科教育研究会長野・上水内支部及び信州理科教育研究会長野上水内支

部の協力を得ながら作成し、市内の小学４年生に配布。

教育等の場での活用により、本市の魅力の再発見、都市イメージの向上を期待。

・事 業 者：西沢印刷㈱

・印刷費用：340,200

容 備   考

（信州新町、大岡地区）

絵画 

（長野市風景画展 岸本静江様）

朝霧の見える里 絵画 

（長野市風景画展 小島照夫様）

写真 

（ナガノおさんぽカメラ 伊藤千栄様

仲見世からの晩秋の花火 写真 

（長野えびす講煙火大会写真コンテスト

小学生向け地域の魅力リーフレットの製作・配布 

子どもの時期から本市の魅力を認識してもらうため、『NAGANO

トブック』のコンテンツ等を基に、観光面に限定せず歴史、生活文化や産業、自

然等の魅力に関する情報を掲載したリーフレット（『なるほど！ワクワクながの』）

信州社会科教育研究会長野・上水内支部及び信州理科教育研究会長野上水内支

作成し、市内の小学４年生に配布。

教育等の場での活用により、本市の魅力の再発見、都市イメージの向上を期待。

：西沢印刷㈱

340,200 円 

５ 

様）

様）

伊藤千栄様） 

長野えびす講煙火大会写真コンテスト 伊藤正一様）

NAGANO 検定公式テキス

トブック』のコンテンツ等を基に、観光面に限定せず歴史、生活文化や産業、自

（『なるほど！ワクワクながの』）

信州社会科教育研究会長野・上水内支部及び信州理科教育研究会長野上水内支

教育等の場での活用により、本市の魅力の再発見、都市イメージの向上を期待。



【リーフレット内容】 

№１（平成 27 年 12 月発行）

◇ますは、調べてみよう！（長野市の大きさ・シン
ボルについて） 

（Ｑ 「りんご」の産地で有名な長野市。「りんご」はど
の国から日本に来たと言われているか。

◇グラフを見てみよう。何か気づいたことはあるか
な？（善光寺を訪れた観光客の人数）

（Ｑ 御開帳期間中にどのくらいの人が善光寺を訪れた
か。） 

◇長野県と言えば「りんご」！長野市と言えば「り
んご」「そば」「もも」が有名！

◇「りんご」と「そば」、「もも」の花はどれかな
（Ｑ 長野県で作られた、りんごの品種は。）

◇長野市の「鳥」を決めるとしたら、どの鳥がいい
かな！ 
◇そうだ！スキーに行こう！ 

№２（平成 28 年１月発行）（

◇まずは、調べてみよう！ 
（Ｑ 飯綱高原スキー場のキャラクターの名前は。

◇長野で冬のオリンピック・パラリンピックが開か
れたんだ！長野オリンピックのしせつと競技
結んでみよう！ 

◇「おやき」って何だ？ 
（Ｑ おやきづくりに欠かせない小麦粉をたくさん買っ

ている都市は。） 
（Ｑ なぜ長野市は小麦粉を買う量が多いのか。）

◇ご当地キャラって何だ？ 
（Ｑ 信州新町のキャラクターは、なぜ「羊」なのか。

№３（平成 28 年２月発行）（

◇北陸地方まで新幹線が「のび
ど・・・どこまでのびたのかな？

（Ｑ 東京長野間を往復する新幹線の名前は。）

◇１月から長野にゆかりのある歴史上の人物が注
目されているね！知っているかな

（Ｑ 江戸時代のはじめに松代藩の大名となったの
は「何氏」か。） 

◇長野市の有名な「山」は 
（Ｑ 長野市で一番標高が高い山はどこか

◇マンホールの「ふた」にえがかれているものは
何？ 

（Ｑ ４枚の写真のマンホールのふたはどこで見ること
ができるか。） 

６ 

（4,500 部） 

◇ますは、調べてみよう！（長野市の大きさ・シン
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の国から日本に来たと言われているか。） 
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な？（善光寺を訪れた観光客の人数）

御開帳期間中にどのくらいの人が善光寺を訪れた

長野市と言えば「り
んご」「そば」「もも」が有名！

「りんご」と「そば」、「もも」の花はどれかな？
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◇長野市の「鳥」を決めるとしたら、どの鳥がいい

（4,500 部） 

飯綱高原スキー場のキャラクターの名前は。） 

◇長野で冬のオリンピック・パラリンピックが開か
れたんだ！長野オリンピックのしせつと競技を
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（4,500 部） 
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№４（平成 28 年２月発行）（

◇長野市の木「シナノキ」は、どのようなものに使
われているのかな？  

（Ｑ 「シナノキ」の漢字表記は。）

◇長野市は他の都市より寒い？

◇長野市の夜空を見上げて、星空観察を楽しんでみ
よう！ 

（Ｑ オリオン座は夕方にどの方向に見えるか
（Ｑ 長野市で実際に見ることができる動物の名前

がついた星座は。） 

№５（平成 28 年３月発行）（

◇どれだけ覚えているかな？これであなたも「なが
の」博士だ！  

（20 問のクイズ “ワクワクながの検定”

７ 

（4,500 部） 

長野市の木「シナノキ」は、どのようなものに使

は。）

長野市の夜空を見上げて、星空観察を楽しんでみ

オリオン座は夕方にどの方向に見えるか。） 
長野市で実際に見ることができる動物の名前

（4,500 部） 

どれだけ覚えているかな？これであなたも「なが

“ワクワクながの検定”） 



(3) 「長野の命水
めいすい

」（ナチュラルミネラルウォーター）の

長野市の豊かな自然と生活環境（水のおいしさ）を

市の地下水をペットボトル詰め飲料（ナチュラルミネラルウォーター）として

製造。イベント等での提供や観光客への販売を行っていく。

製造・販売は、（一社）長野市開発公社に依頼。

※在庫がなくなる都度

公社の事業として実施）。

（実行委員会からの補助・負担はなし。）

○平成 27 年９月 20,000

 （平成 26 年７月、平成

○平成 28 年３月末時点：

（平成

【ブランド力を高めるための

 (4)ながのシティプロモーションホームページの

長野市の魅力及び情報の総合窓口

用し、市民の皆さんが本市の魅力を自慢に思うと同時に、訪れる方々の訪問

意欲がわくような情報の収集・

Facebook、twitter による情報発信も併せて実施。

○平成 25 年６月開設

○ホームページへのアクセス件数：

・委託事業 者：㈱アサヒエージェンシー

㈱ながのアド・ビューロ（平成

・運営管理費用：1,8

URL： http://

」（ナチュラルミネラルウォーター）の増産 

長野市の豊かな自然と生活環境（水のおいしさ）を PR する手段として、本

市の地下水をペットボトル詰め飲料（ナチュラルミネラルウォーター）として

製造。イベント等での提供や観光客への販売を行っていく。

製造・販売は、（一社）長野市開発公社に依頼。

在庫がなくなる都度増産を依頼（（一社）長野市開発

公社の事業として実施）。

（実行委員会からの補助・負担はなし。）

20,000 本増産 

平成 25 年６月 各 20,000 本製造） 

末時点：47,779 本出荷 

（平成 25 年６月製造時からの累計） 

めるための情報発信】 

ながのシティプロモーションホームページの運営管理 

長野市の魅力及び情報の総合窓口となるために開設したホームページを

市民の皆さんが本市の魅力を自慢に思うと同時に、訪れる方々の訪問

情報の収集・発信を実施。 

による情報発信も併せて実施。

ホームページへのアクセス件数：793,679 件（平成 27 年４月～平成

529,337 件（平成 26 年４月～平成

35,045 件（平成 25年６月～平成

：㈱アサヒエージェンシー（平成 27 年４月～

㈱ながのアド・ビューロ（平成 27 年 12 月～平成

1,890,000 円 

http://www.nagano-citypromotion.com/

８ 

する手段として、本

市の地下水をペットボトル詰め飲料（ナチュラルミネラルウォーター）として

ホームページを運

市民の皆さんが本市の魅力を自慢に思うと同時に、訪れる方々の訪問

年４月～平成 28 年３月末） 

年４月～平成 27 年３月末） 

年６月～平成 26年３月末） 

年４月～12 月） 

月～平成 28 年３月） 

citypromotion.com/



【ホームページトップ画面】

【長野市在住の外国人によるブログ「長野の魅力発見隊。」トップ

【地域おこし協力隊員によるブログ

(5)広報宣伝の実施 

プロモーション活動を、

き、市民の皆さんに対しては、

とともに、市外の皆さんに対しては長野市の魅力を知っていただく・再認識

していただくことを目的として

ーズやプロモーション活動を紹介する

また、実行委員会が実施している各種事業の課題を踏まえ、長野県外の

歳代前後をターゲットの中心に据えた上で、ソーシャル・ネットワーキング・

サービス（SNS）を用い、本市の認知度向上

画面】

長野市在住の外国人によるブログ「長野の魅力発見隊。」トップ

地域おこし協力隊員によるブログ トップ画面】

プロモーション活動を、市民の皆さんをはじめ多くの方々に

市民の皆さんに対しては、今後の事業展開への参画の気運の醸成を図る

とともに、市外の皆さんに対しては長野市の魅力を知っていただく・再認識

ことを目的として、善光寺御開帳開催にあわせ、キャッチフレ

ーズやプロモーション活動を紹介する広告を実施。 

実行委員会が実施している各種事業の課題を踏まえ、長野県外の

歳代前後をターゲットの中心に据えた上で、ソーシャル・ネットワーキング・

）を用い、本市の認知度向上を図るために、広報宣伝を実施

９ 

長野市在住の外国人によるブログ「長野の魅力発見隊。」トップ画面】 

の皆さんをはじめ多くの方々に知っていただ

今後の事業展開への参画の気運の醸成を図る

とともに、市外の皆さんに対しては長野市の魅力を知っていただく・再認識

、善光寺御開帳開催にあわせ、キャッチフレ

実行委員会が実施している各種事業の課題を踏まえ、長野県外の 20

歳代前後をターゲットの中心に据えた上で、ソーシャル・ネットワーキング・

広報宣伝を実施。 



○バス停広告 

・事 業 者：㈱ながのアド・ビューロ

・掲載費用：324,000

 ・掲載期間： 

平成 27 年４月１日から

５月３日まで

○SNS を用いた広報宣伝

・事 業 者：㈱ながのアド・ビューロ

・事 業 費：3,337,200

㈱ながのアド・ビューロ

324,000 円 

年４月１日から

５月３日まで

を用いた広報宣伝

㈱ながのアド・ビューロ

3,337,200 円 
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首都圏の 20
方々が、長野市及びシティプロ
モーションの取組を知ることに
つなげるキャンペーンを実施。

Facebook、
及び google

平成 28 年３月６日から

13,883 回の閲覧
（キャンペーンへの応募は

18～24
25～34

20 歳代を中心とする
方々が、長野市及びシティプロ
モーションの取組を知ることに
つなげるキャンペーンを実施。

Instagram、Twitter
google 広告を活用。 

年３月６日から
３月 31 日まで実施 

回の閲覧
（キャンペーンへの応募は338件） 

24 歳 37.5％ 
34 歳 46.9％ 



(6) キャッチフレーズ・ロゴマークの活用・管理 

長野市のイメージを具体化し、市民の皆さんや市内の各種団体、企業などが

一体感を持って効果的にシティプロモーションを実施するために制作したキ

ャッチフレーズ・ロゴマークの積極的な活用促進を図る。 

併せて、キャッチフレーズ・ロゴマークの、使用内容の確認・承諾を実施。 

○キャッチフレーズ・ロゴマーク使用実績 

・使用承諾：164 件（うち実行委員会以外の団体 54 件）（平成 27 年度） 

125 件（うち実行委員会以外の団体 41 件）（平成 26 年度） 

・活 用 例：チラシ等印刷物に表示、商品パッケージ・ラベルにデザイン、

商品にシール貼付、商品ポスターに表示、名刺に表示 

(7) プロモーションビデオの活用・管理 

市民の皆さんにとっては、長野市の魅力の再認識に、市外の方々向けには本

市への来訪意欲向上につながることを目的に制作し公開（平成 26 年 10 月 Web

で公開開始）している、長野市に暮らす人々の営みを通じて本市の魅力を伝え

るプロモーションビデオの積極的な活用促進を図る。 

併せて、プロモーションビデオの楽曲「あなたに」（モンゴル 800）の使用

料を支払い、継続的な活用を図る。 

・楽曲使用料：729,000 円 

※制作事業者の㈱ながのアド・ビューロを通じて支払 

【プロモーションビデオ】 

○ 唄うメッセージ「あなたに」篇、語るメッセージ「私の好きな長野市」篇

（日本人版、外国人版） の３編で構成 

○ 私たちが暮らし、学び、働き、夢を育むこの長野で、あなたと逢いたい－ 

そんな想いを込めて、長野市に暮らす、長野市が大好きな人たち 300 名以上

の方々が、『あなたに』（作詞:上江洌清作 作曲:MONGOL800）を歌いつなぐ内

容。 
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○活用等実績 

・YouTube・Facebook 再生回数：

・成人式、エムウェーブ、

ター・マルチビジョン、首都圏等に出展するイベントブース等で放映。

2015 ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア

応募 

 (8)その他事業 

①「ウェルカム長野 2015

「ウェルカム長野

年３月 29 日（日）から５月

をお迎えするため、まちをあげてのおもてなしを行う、「日本一の門前町大

縁日」の情報発信への協力を

○ シティプロモーションホームページに、イベント内容を案内する専用ペ

ージを開設。 

○ バス停広告において事業開催を広告。

再生回数：16,479 回（平成 26 年 10 月公開以降の通算

エムウェーブ、南長野運動公園総合球技場、長野駅観光情報セン

ター・マルチビジョン、首都圏等に出展するイベントブース等で放映。

ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア 観光映像大賞に

2015 実行委員会」実施事業への協力 

「ウェルカム長野 2015 実行員会」が、善光寺御開帳にあわせて

から５月 31 日（日）にかけて、全国各地の多くの方々

をお迎えするため、まちをあげてのおもてなしを行う、「日本一の門前町大

情報発信への協力を実施。 

シティプロモーションホームページに、イベント内容を案内する専用ペ

バス停広告において事業開催を広告。

12 

月公開以降の通算） 

南長野運動公園総合球技場、長野駅観光情報セン

ター・マルチビジョン、首都圏等に出展するイベントブース等で放映。

観光映像大賞に

にあわせて平成 27

全国各地の多くの方々

をお迎えするため、まちをあげてのおもてなしを行う、「日本一の門前町大

シティプロモーションホームページに、イベント内容を案内する専用ペ



②「信州松代真田大博覧会

「信州松代真田大博覧会

映にあわせて平成 28 年１月

いる、「信州松代真田大博覧会

③移住・定住に関する事業への協力

長野市が移住・定住促進を図るために行っている情報発信への協力を実施。

②「信州松代真田大博覧会 2016 実行委員会」実施事業への協力

「信州松代真田大博覧会 2016 実行委員会」が、ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」放

年１月 17 日（日）から 12 月 12 日（月）にかけて開催して

いる、「信州松代真田大博覧会 2016」の情報発信への協力を実施。

移住・定住に関する事業への協力

長野市が移住・定住促進を図るために行っている情報発信への協力を実施。
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実行委員会」実施事業への協力

実行委員会」が、ＮＨＫ大河ドラマ「真田丸」放

日（月）にかけて開催して

長野市が移住・定住促進を図るために行っている情報発信への協力を実施。


