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令和元年９月２４日 

 

 長岡京市議会 

  議長 福 島 和 人  様 

 

総務産業常任委員会 

委員長 冨 岡 浩 史 

 

総務産業常任委員会所管事務調査報告書 

 

本委員会は、平成３０年３月２日に「まちの魅力発信について」を所管事務調査項目とし、

鋭意、調査研究を行ってきました。 

 ここに、所管事務調査の活動を総括し、会議規則第１０３条の規定により、下記の通り報

告します。 

 

記 
 

１．はじめに 

今後、少子高齢化や人口減少といった社会問題は本市にとっても課題であります。その

ようななか、観光などで本市を訪れてもらい、最終的には暮らす場所として本市が選ばれ

るためには、長岡京市の魅力を発信していくことが重要です。よって、本委員会では、所

管事務調査のテーマを「まちの魅力発信について」とし、小さなテーマとして３つ、１、シ

ティプロモーションについて、２、観光行政について、３、商工農業におけるまちの発信につ

いて、本市の現状と先進地視察の事例等を調査、研究しました。 

 

２．本市の現状について 

（１）シティプロモーションについて 

   本市のシティプロモーションは、都市ブランドの市内での認知度が低い「始動期」

には、インナープロモーションを重点的に行い、市内での認知度が向上してきた後に

は、「展開期」として、市外に向けた都市ブランドの発信に力を注ぎ、市内外に一定の

都市ブランドが認知され始めた「発展期」には、共感・共有サイクルの自立的運転を

めざし、自発的活動の誘発・育成に重点を移していきます。 

    キラリと光る長岡京の逸賓事業においては、長岡京市にある既存事業の魅力を磨く

ことで内容を充実させ、それをさらに選ばれる情報に加工し直して、適切な露出媒体、

メディアを選んで発信していくという、この３ステップでモデル事業を設定し、実施

しています。このモデル事業は１２事業あり、イベント・集客系として、「西山森林整

備」、「レトロモダン」、「ガラシャ祭」、「バンビオイルミネーション」など、まず対外

的に長岡京市を知ってもらうきっかけとなるような事業が選定されています。施策・

事業系では、「ながすくアプリ拡充事業」や「若葉カップ」、「中野家住宅の就労支援カ

フェ」、「空き家バンク」などの事業が選定されています。今現在、この１２事業にお

いて、それぞれの事業の将来成功像（ＫＧＩ）と今年度に達成したい目標（ＫＰＩ）

をそれぞれに設定しています。 

今後は、いろいろな企画を担当課同士で相談しながら、そのＫＧＩ、ＫＰＩが達成
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されているかという数字的な部分と、どういう中身の精査を磨いていったかというこ

とを見ながら進めています。 

 

（２）観光行政について 

   現在の観光消費額は、1人当たり４００円台で推移しているため、観光消費額の向上

や、地域資源を活かした新たな観光消費のあり方の企画・提案を行う必要があるなど

が課題としてあります。観光振興の基本コンセプトとして「上質な“郊外の京”の暮

らしで魅せる 観光まちづくり」を掲げ、新・長岡京市観光戦略プランのもとターゲ

ットの誘客に向けた観光創造や、ターゲットに合わせたプロモーションの展開、観光

創造を実現する環境づくりを行い、令和８年度には一人あたりの観光消費額が７００

円となることを目標に、観光振興施策を進めています。 

 

（３）商工農業におけるまちの発信について 

   本市の商工において、事業所数は１０年前に比べて減少しており、創業者数が伸び

悩んでいます。これからは各機関が連携して新たな創業者を支援していくことが、商

工業振興において重要です。これらの課題解決の為に、今までは、個別で行っていた

創業支援を、創業支援連絡会議を開催し情報交換連携をより一層強化したり、創業支

援事業「ビジネスカフェ」の実施や、市役所でも企業の相談窓口として「ワンストッ

プ窓口」の開設、創業支援団体が共通して使用できる創業支援カルテの作成などを行

っています。このような創業支援計画を通して、長岡京市の商工業におけるまちの発

信につなげています。 

   本市の農業においては、平成２８年、平成３０年に２０代の新規就農者が誕生しま

したが、年々農業従事者の高齢化等に伴い、農家戸数や農地は減少しています。特産

物としては、タケノコはもちろん、平成２年から菜の花を改良し苦みを抑えた品種の

栽培を始めた花菜は、京のブランド産品として東京市場において非常に高い評価を得

ています。新たな特産物への取り組みとしては、ミディートマトにおいて、「ガラシャ

の瞳」の商標登録を行い、販売しています。また熊本で栽培されていた水前寺菜を細

川ガラシャのつながりにより、本市でもガラシャ菜として栽培、販売しています。本

市の農業を発信するために、「ベジ食べる講座」を開催し、参加者にはＳＮＳ等により

拡散してもらったり、農業祭の開催やふれあい朝市の開催、そのほか各種イベントに

出店するなど行っています。 

 

３．先進地視察の内容について 

今回の調査において、合計４市の先進地行政視察を行いました。１カ所目は、平成３０年５

月２３日に、広島県東広島市で、シティプロモーションについて視察を行いました。東広

島市は、比較的全国でもいち早く、平成２２年にシティプロモーション戦略プラン第 1 期

を策定されています。東広島ブランドを構築する際、他都市との違い、優位性を打ち出せ

るかを重要とし、日本酒の文化をはじめ、山も海もある豊かな自然、大学との連携、教育

力の高さなどを踏まえ、アピールできる最大の要素は「知」、「知恵と工夫」であると考え

られた結果、すべての市民が「知」大切にしながら「工夫」していくことで、東広島市の

未来と発展が実現されていくことを基本理念とされています。 

２か所目は、平成３０年５月２４日に、広島県廿日市市で、観光行政およびシティプロ

モーションについて視察を行いました。廿日市市の観光振興の主な取り組みとしては、世

界的にも有名な厳島神社の宮島がありますが、宮島に一極集中だけではなく、中山間地域

にも観光客を呼び込むためにインバウンド向けのモニターツアーや観光動向調査を予定さ

れていました。シティプロモーションとしては、広島都市圏の子育て世帯をターゲットに、

定住移住の促進と交流人口の拡大を目的に、実際に移住されてきた方のインタビューなど

を掲載したコンセプトブックを住宅展示場や小児科などで配布したり、廿日市市と広島市
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内を走る路面電車である広島電鉄に依頼し、ラッピング電車を４カ月ほど運行されるなど

のＰＲ事業を実施されていました。 

３カ所目は、令和元年５月２２日に東京都練馬区で、農業におけるまちの発信について

視察を行いました。練馬区には、住宅地の中にかなりの規模で農地が点在しており、市民

生活と融合した農業が営まれています。農産物はキャベツ以外のほとんどは、直売所で販

売されており、農家の方は購買者の要望に応じて少量多品目で生産されています。練馬区

でも、農業従事者の高齢化に伴い、農家戸数と農地が減少してきている現状がある中、ね

りま農サポーターを育成し、支え手を必要とする農業者へ繋げたり、パイプハウス等の整

備支援なども行われています。また、「ねりマルシェ」の開催などにより、消費者と生産者

をつなげる取り組みも行われています。さらに、２０１９年１１月には都市農業の魅力と

可能性を世界に発信するとともに、相互に学び、さらに発展させていくことを目的に「世

界都市農業サミット」を開催される予定です。 

４カ所目は、令和元年５月２３日に静岡県藤枝市で、商工におけるまちの発信について

視察を行いました。藤枝市では、地元中小企業を成長させることにより地域経済を活性化

させる政策「エコノミックガーデニング」に取り組まれています。そのなかで、藤枝駅南

図書館にビジネス支援の相談窓口「エフドア」を開設し、エコノミックガーデニング推進

の拠点化を図られています。また、起業・創業から成熟期まで各支援機関による切れ目な

い支援を実施されたり、藤枝市地域経済を支える「がんばる中小企業」振興基本条例も制

定され、中小企業の成長発展を市全体で進めていく姿勢をＰＲされています。現在は、特

に女性のための支援事業に力を入れられており、女性のための小さな企業講座やウーマン

企業カレッジといった事業も実施されています。 

 

４．長岡京市「まちの魅力発信」の提案 

これまでの調査・研究をふまえて、総務産業常任委員会の各委員より、長岡京市の「ま

ちの魅力発信」としてどのような方法があるのかアイデアを募りました。 

以下、「まちの魅力発信」のためのアイデアを報告します。 

①ＵターンＪターンＩターンハガキ作戦 

 長岡京市を選んでもらうきっかけになるよう、実際に住んでいる方からの口コミとし

て、４０歳になった市民に、長岡京市の広告付きエコハガキを知人に出してもらう。 

②新婚さんいらっしゃい企画 

 定住人口を増やすために、ゼクシイなどとコラボして長岡京市のオリジナルの婚姻届

をつくり、アルバムなどの付加価値をつける。 

③神足神社・走田神社での○○の聖地 

 神の足の神足神社と、走田神社は、走ることが不可欠なサッカーの聖地や、マラソン

の聖地になりえる。京都パープルサンガとコラボするなどして、お守りや御朱印帳な

どをつくり、アニメやＳＮＳを活用してＰＲを行う。 

④大河ドラマで本市特産のＰＲ 

大河ドラマで本市特産の花菜やナス、筍などを取り上げてもらって、長岡京市の特産

物のＰＲを行う。 

⑤市民の参加から広がりを生む仕掛けづくり 

市民の方に、自分事として市外に発信してもらうようにするため、市民の参画（参加）

により、フード・グッズの企画から販売まで、ストーリーを動画や広報で発信し、体

験からの広がりを生むメニューの仕掛けをつくる。 

⑥まちの魅力発信をテーマにフォトキャンペーンの開催 

プロやセミプロだけでなく、スマートフォンの使用など、一般の人でも参加できるよ

う間口を広げる。受賞フォトは、市役所、商工会、公共施設などで掲示し、これらを

情報発信のツールとして２次利用する。 

⑦「ガラシャメンマ（仮）」ブランド化 
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 タケノコ堀り後の竹林整備で、幼竹を伐採し、メンマを作る。メンマに地元ゆかりの

名称を冠して量産、ブランド化する。幼竹の伐採は素人でも簡単にできるため、ボラ

ンティア参加の促進とともに収入アップも期待される。 

⑧「筍の学校（仮）」の開催 

   タケノコの京都式軟化栽培を一通り学べる講座を定期的に開く。乙訓独特の技術であ

り、タケノコ農家の方の直伝だけでは後継者づくりや新規参入が進めにくいため、講

座として広く呼びかけることで、関心のある方が参加しやすく、乙訓独自の技術のブ

ランド化、ひいてはシティプロモーションにもつながる。講座の内容をテキスト化し

て、竹林整備のマニュアルが誰にでも手に取れるようにする。 

⑨「長岡京にも竹の径を！美竹林を増やすキャンペーン（仮）」 

   京都式軟化栽培をされている竹林の美しさは格別だが、そこまでいかなくとも、ある

程度維持管理された竹林は美しい。向日市の竹の径のような、観光で散策できるスポ

ットの創出をめざし、重点ゾーンも決めて維持管理された竹林を増やしていく。また、

市民が竹林を楽しみながらウォーキングできるコースの創出もめざす。コースができ

れば必ず小学校でも遠足で行き、市民みんなに小さい頃から竹林にふれ楽しむ文化が

根付くようにする。そのためにも維持管理された竹林を「美竹林（仮）」などと命名、

認定するなどして可視化し、地図におとす。所有者とボランティア団体や個人をマッ

チングする。 

⑩明智光秀が好んだ粽（ちまき）のまち長岡京 

 明智光秀が京都の商人から献上された粽を食べようとした際、敵軍から鬨の声が挙が

り、粽を笹ごと食べたというエピソードが文献にある。その他にも明智光秀と粽にま

つわるエピソードがいくつかあるため、明智光秀が好んだ粽のまち長岡京としてＰＲ

する。 

⑪よそ者がよそ者をおもてなしするシステム 

 まちづくりの牽引者は、よそ者（外から視点の感性）がいかに既存コミュニティの理

解を得られるかがカギとなる。例えば、奈良県で大成功している事例を参考に、ガラ

シャ祭や、きりしまつつじの最盛期に全国からボランティアを募り、よそ者がよそ者

をおもてなしするシステムをつくる。 

⑫長岡京駅でのお土産物などの販売 

 長岡京駅に案内やサンプルはあるが、実際に販売されていないので、長岡京駅でもお

土産物が購入できるようにする。 

⑬かしこ暮らしっくの包装紙の民間事業者使用 

 長岡京市のＰＲのために、お土産物や大会などで出されるお弁当などに統一した包装

紙を用いる。 

⑭菓子商店などにおいて一品は長岡京市のお土産を販売してもらう 

 本市にはおかきや和菓子、洋菓子など様々なお店があるが、長岡京市のお土産物にな

るような、長岡京市限定の商品をそれぞれのお店において一品は販売していただく。 

⑮●●のまち長岡京 

例えばカレー（カレーグランプリ）等を開催してみて、カレーといえば長岡京となる

ように、長岡京市として何か全国的にＰＲできるものをつくる。 

⑯きりしまつつじの最盛期に駅から天満宮を一方通行にする（お帰り道の件） 

 平成２２年に誰もが安心して歩ける道にすることを目的に、アゼリア通りと天神通り

を一方通行化し歩道の拡幅をはかった社会実験で、想定を超える渋滞の発生や交通量

などの各種調査、アンケート調査の結果から、当面一方通行は見合わせる結果になっ

ているが、きりしまつつじの最盛期だけでも駅から天満宮にかけて一方通行にできれ

ば、より多くの観光客を見込めるのではないか。また、帰り道となるところで、長岡

京市のお土産もあつかうところがあれば、さらなる観光消費額が期待できる。 
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⑰長岡京市の魅力の多様な発信方法 
既存の市広報ツール（ＨＰ、ＦＢ等のＳＮＳ、広報紙、ＦＭラジオ、ＴＶなど）以外にも、府

民への発信として、山城広域など、京都府のツールを使わせてもらう。また、市民一人一人

が広告塔となることが理想であるが、議員や市職員一人一人が、自らが広告塔になって口

コミやＳＮＳで発信することを心がける。自治会、地域コミュニティにて、わが地域の魅

力探索＆発信する。その他、外国人向けには、在住されている外国の方々や観光客から協

力者を得て、本市の魅力（観光地や住民にはわからない魅力があればそれも含め）を写真

や動画などを用いてＳＮＳで発信していただく。 

⑱温泉 

 温泉を掘り当てることができるならば、温泉施設を整備し、京都市内や大阪市内から

近い温泉地として集客が見込める。 

⑲サイクリングロードレース（他の自治体と） 

 柳谷はロードバイク愛好家にとって有名であり、柳谷を含めて長岡京市内を走るロー

ドバイクは多い。近隣の自治体と共同でサイクリングロードを整備し、レースを行う。 

⑳マラソン（他の自治体と） 

 本市でも現在、市民マラソン大会は開催されているが、１０キロ以下の短いコースで

ある。他市では、フルマラソンやハーフマラソンの開催により、市内外から多くの参

加者でにぎわっている事例もある。本市でも他の自治体と協力し、フルマラソンやハ

ーフマラソンなどを開催する。 

㉑祭りの創出、再興（昔にあったもので？） 

 長岡京市内の地域では、それぞれ神社（氏神様）がまつられ、祭事や神輿巡行等が現

在も行われている。また、近年は新興住宅地もできたため、市民全体のお祭りとして

ガラシャ祭が誕生した経緯がある。お祭りには人を引き寄せる力があるため、現在も

ガラシャ祭は市の一大イベントとして開催されているが、ガラシャ祭以外にも、古く

からある祭の再興を図るか、新しいお祭りを創出することにより、市の活性化を図る。 

㉒２０歳の方々にアイデアだしを 

 成人式などで、２０歳の市民にアンケートをとり、若い世代の観点からのアイデアを

募集する。 

 

以上のアイデアのなかで、本市に取り入れることが可能なものは取り入れていただき、

この報告書が本市のまちの魅力発信の一助となることを望みます。 
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＜総務産業常任委員会所管事務調査活動の概要 平成２９年１２月～令和元年９月＞ 

 

回 開催日 調査・研究事項 

１ 平成２９年１２月１３日 所管事務調査のテーマについて意見交換 

２ 平成３０年 ３月 ２日 １． 所管事務調査のテーマを決定 

「まちの魅力発信について」 

  ・シティプロモーション 

  ・観光行政 

   ・商工農業におけるまちの発信 

２． テーマに対する取り組みの進め方について 

３． テーマについての意見交換 

４． 平成３０年度行政視察の日程、調査事項等について、正

副委員長に一任 

３ 平成３０年 ５月２３日 

～２４日 

委員会行政視察 

＜広島県東広島市＞ 
シティプロモーションについて 

(１)第１期東広島市シティプロモーション戦略プランについて 

①概要について（予算の総額と内訳など） 

②関係団体等とのかかわりについて 

③具体的な取り組み及び成果と課題について（数値目標と効果

測定など） 

(２)第２期東広島市シティプロモーション戦略プランについて 

①概要について（予算の総額と内訳、第１期と第２期の違いにつ

いてなど） 

②今後の展開について 

(３)市職員の意識レベルの推移と職員の巻き込み手法について 

(４)メディアや報道機関の反応について 

＜広島県廿日市市＞ 
観光行政およびシティプロモーションについて 

(１)観光行政について 

①概要について（予算の総額と内訳など） 

②関係団体とのかかわりについて 

③具体的な取り組みと今後の課題について 

(２)シティプロモーションについて 

①概要について（予算の総額と内訳など） 

②関係団体とのかかわりについて 

③具体的な取り組みと今後の課題について 

(３)観光行政とシティプロモーションの住み分け及び連携に

ついて 

４ 平成３０年 ６月１５日 １．今後のスケジュール確認 

２．行政視察の意見交換(５月２３日東広島市、５月２４日廿日

市市) 

３．「まちの魅力発信」のうち「シティプロモーション」につ

いて理事者より説明を受け、意見交換 

５ 平成３０年 ９月１１日 １．「まちの魅力発信」のうち「観光行政について」理事者よ

り説明を受け、意見交換 

２．次回以降のスケジュール確認 
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６ 平成３０年１２月１２日 １．「まちの魅力発信」のうち「商工業におけるまちの発信」

について、理事者より説明を受け、意見交換 

２．次回以降のスケジュール確認 

７ 平成３１年 ３月 １日 １．「まちの魅力発信」のうち「農業におけるまちの発信」に

ついて、理事者より説明を受け、意見交換 

２．平成３１年度委員会行政視察について、正副委員長に一任 

８ 令和元年 ５月２２日 

～２３日 

委員会行政視察 

＜東京都練馬区＞ 

農業におけるまちの発信について 

(１)都市農業について 

①概要について 

②関係団体等とのかかわりについて 

③具体的な取り組み及び成果と課題について 

(２)世界都市農業サミットについて 

①概要について 

②プレイベントの報告について 

＜静岡県藤枝市＞ 

商工におけるまちの発信について 

(１)創業支援について 

①概要について 

②関係団体とのかかわりについて 

③「ビジネスグランプリ」や「農商工連携・6 次産業化

推進ネットワークスタートアップ支援」などの具体的

な取り組みと今後の課題について 

 (２)藤枝市地域経済を支える「がんばる中小企業」振興基

本条例について 

①条例制定に至った背景について 

②制定にあたり、特に苦労された点について 

９ 令和元年 ６月１８日 １．５月２２、２３日に実施した東京都練馬区および静岡県

藤枝市への視察をふまえての意見交換 

２．各委員の「まちの魅力発信」アイデアをもとに、総務産

業常任委員会所管事務調査報告書（案）についての検討 

10 令和元年 ９月 ４日 総務産業常任委員会所管事務調査報告書（案）についての検

討 

 

 

＜所管事務調査にかかる資料＞ 

平成３０年６月１５日 

「シティプロモーションについて」 

平成３０年９月１１日 

「観光行政について」 

平成３０年１２月１２日 

「商工業におけるまちの発信について」 

平成３１年３月１日 

「農業におけるまちの発信について」 


