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吉川市シティプロモーション戦略プラン

急速な少子高齢化の進行や人口減少時代の到来、ＩＣＴを駆使した情報化の進展など、地方自

治体を取り巻く環境が大きく変化し続けています。

本市では、令和９年ころまでは人口が増えつづける推計となっていますが、今後の人口増加を

確実なものとし、いずれ訪れる人口減少の到来に対して、人口増加のピークの先延ばしを図ると

ともに、可能な限り、緩やかな減少としていくことが求められます。

このような中、本市が引き続き、より多くの人から「住みたいまち」「住み続けたいまち」と

して選ばれるためには、まちの魅力の発掘・創出、資源の活用などにより、まちの価値を高める

ことが重要です。

このため、本市では、シティプロモーションについて、市政運営の最上位計画である「第５次

吉川市総合振興計画」（以下、「総合振興計画」という。）及び「吉川市まち・ひと・しごと創

生総合戦略 第３版」（以下、「総合戦略」という。）に位置づけ、これらの計画を踏まえ、平

成29年２月に、「吉川市シティプロモーション基本方針」（以下、「基本方針」という。）を策

定したところです。

基本方針においては、本市のシティプロモーションについて、「吉川市にいずれ訪れる高齢化

と人口減少に備え、まちの活気を維持し、将来に渡って安定的かつ持続的に発展し続けること」

を目的とし、また、「定住人口の獲得」を目標とすることを定めています。

今回、シティプロモーションの観点から、本市のこれまでの取り組みを見直すとともに、今後

のシティプロモーションの取り組みについて、具体的な活動の方向性を定めることにより、取り

組みを実効性あるものとするため、吉川市シティプロモーション戦略プラン（以下、「戦略プラ

ン」という。）を策定するものです。

▶吉川市シティプロモーション戦略プランの位置付け

Ⅰ 序論

１ 吉川市シティプロモーション戦略プランの策定趣旨

第５次吉川市総合振興計画後期基本計画

第６章「まちづくりの推進のために(行政運営)」
⇒ 第８節「シティプロモーションの推進」

吉川市まち・ひと・しごと創生総合戦略

基本目標２「市民の幸福実感を追求する」
⇒ 施策４「世界に伝える！吉川の魅力ＰＲプラン」

吉川市シティプロモーション基本方針

目的：吉川市にいずれ訪れる高齢化と人口減少に備え、まちの活気を維持し、
将来に渡って安定的かつ持続的に発展し続けること

目標：定住人口の獲得
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戦略プランでは、基本方針のスキームに基づき、若年層をメインターゲットとしながら、「愛

着心の向上」と「認知度の向上」に向けた本市のシティプロモーションの取り組みについて、具

体的な活動の方向性を定めます。

２ 基本方針のスキームと戦略プラン

吉川市シティプロモーション基本方針
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流入人口

の増加

転出者の

減少

帰郷人口

の増加

住み続けたい 住んでみたい

市 民 市 外

認知度の向上

・資源、魅力の創出

・戦略的な情報発信

・イベント

・広告

・マスコミ露出 など

愛着心の向上

・資源、魅力の創出

・戦略的な情報発信

・イベント

・協働事業 など

将来訪れる人口減少時代に備え、

安定的・持続的に発展し続ける

定住人口の獲得

メインターゲット「若年層」

戦略プラン

■ 目 的

■ 目 標

■ 目標を構成する
構成要因

■ 活 動

■ ターゲット



３ 戦略プランの計画期間

戦略プランは、総合振興計画の「第６章 まちづくりの推進のために(行政運営)」の第８節「シ

ティプロモーションの推進」及び総合戦略の「基本目標２ 市民の幸福実感を追求する」の「施

策４ 世界に伝える！吉川の魅力ＰＲプラン」に対応するものであるため、両者との整合を図り

ながら進める必要があります。

また、シティプロモーションの取り組みにおいては、本市を取り巻く環境の変化等にスピード

感を持って対応していく必要があるため、戦略プランの計画期間については、令和３年度までと

した上で、令和４年度を計画の始期とする「吉川市まち・ひと・しごと創生総合戦略 第４版」

の策定に合わせて見直しを行うものとします。

年度
令和

…
３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

総合振興計画
後期基本計画

まち・ひと・
しごと創生
総合戦略

シティプロモ
ーション
戦略プラン

第５次

第３版

第１版
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Ⅱ 現状及び課題

本市は、東に江戸川、西に中川と、二本の川に挟ま

れた平坦な地形であり、古くから早稲米の産地として

農業が発達しました。また、近世からは中川の舟運を

利用した物資の集積地として栄えるなど、川とともに

発展してきた歴史があり、現在も江戸時代から続く料

民間調査「地域ブランド調査2019」（株式会社ブランド総

合研究所発行）では、「吉川市」の認知度は調査対象となっ

た全国1,000市区町村のうち814位となっており、全国的にみ

ても低い状況です。

①地域に対する誇り、愛着心の向上

亭が川魚料理を提供しています。その他にも、多くの伝統行事が継承されるなど、古き良き

伝統や文化が息づく魅力あるまちです。

また、本市は、田園風景などの豊かな自然を残しながら、東京都心部へのアクセスが良く、

近隣に大規模商業施設があり買い物の便が良いこと、近隣と比較して住宅が安価であること

から、居住先として選ばれ、今後も人口増加が予測されています。

本市の将来都市像は、「人とまちが輝く 快適都市 よしかわ」（総合振興計画）であり、

「市民の幸福感の向上」、「吉川市の価値を高める」、「共にまちを想い、共にまちを創る

（共想・共創）」の３つのまちづくりの基本理念を掲げながら、現在も、様々な事業を展開

しています。

まちに対する誇りや愛着心については、まちの認知度の高さも影響すると考えられますが、

本市においては、全国的に注目される観光資源や、大規模商業施設など、他の自治体との比

較の中で突出したものがない状況であり、認知度以外の観点を含め、地域に対する誇りや愛

着心の向上について考えていく必要があります。

本市では、古くからなまず料理などが親しまれたことから、イメージキャラクターを、な

まずの「なまりん」としたことをはじめ、「なまずの里 よしかわ」のキャッチフレーズに

より、なまずによるまち興しに力を入れてきましたが、独自の習俗や文化、イベント、名産

品など、有名無名に関わらず市民の誇りや愛着心の向上につながる資源として、様々なもの

が考えられます。

本市の居住者、本市で育った子ども、本市への移住者が、いつまでも住み続けたいと感じ

ることができるよう、市政運営のあらゆる場面において、「地域に対する誇りや愛着心の向

上につながるか」といった視点を持って取り組むことが重要となります。

吉川市の特産「なまず」を
モチーフにした女の子。

様々なイベントや冊子等に
登場し、活躍しています！

吉川市イメージキャラクター

なまりん

２ シティプロモーションに関する課題

１ 吉川市の現状
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②流入人口の呼び込み

全国的に人口減少が深刻化し、多くの自治体が流入人口の確保に向けシティプロモーショ

ンに取り組んでおり、自治体間での競争が激しくなっています。

一方、本市は、平成22年からこの10年間で人口は約７千人増加し、令和２年４月１日現

在は73,014人となっています。さらに、総合戦略による将来推計では、令和９年度まで人口

増加が継続する見込みです。

図：総人口推移

さらに、新型コロナウイルスの影響により東京都を転出する人が増え、令和２年５月には

転出超過に転じ、令和２年４月から10月の東京都からの転出先としては、埼玉県が最多と

なっています。

このような状況を見ると、本市は埼玉県内のまちとして、潜在的に東京都などからの移住

先として選ばれる可能性を持っていると考えられます。他自治体との比較の中で選ばれるま

ちを目指すにあたり、従来から本市に備わる強みを活かすため、本市に移り住んだ人や訪れ

た人が感じる本市の魅力についてアンテナを張りながら、さらに、これまで注目されてこな

かった地域の魅力の発掘や、新たな魅力の創出といった取り組みを行っていくことが重要で

す。

また、高齢化の進行を踏まえると、まちの持続的な発展のために重要な年代として、とり

わけ20歳代から30歳代の若年層の流入が望まれます。

66,100 
66,702 

67,525 

68,174 

69,093 

70,373 

71,179 

71,781 

72,450 
72,877 73,014 

62,000

64,000

66,000

68,000

70,000

72,000

74,000

（住民基本台帳人口 各年4月1日現在）
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Ⅲ 吉川市の特色

▶ 住みよさ

▶ 東京都心部から25km圏内に広がる「ほどよい田舎感」

本市の住み心地について、市民意識

調査（令和２年度）を見ると、81.2％

の市民が「住みよい／どちらかと言え

ば住みよい」と回答しており、住みよ

いと感じる理由について最も多かった

ものは「自然環境の多さ」が83.4％、

次いで「治安」が76.3％、3番目に

「街並み（景観）」が73.0％となって

います。

市民意識調査（令和２年度）の回答

について、本市の住み心地や愛着心に

関する自由記述では、本市について

「田舎」との表現が多く見られました。

田園風景など、豊かな自然を残しなが

ら、東京都心部まで25km圏内という

好立地にあることから、本市の「田舎

感」を、多くの人が「ほどよい」と好

意的に捉えているようです。

6

また、定住意向について、市民意識調査（令和２年度）では、72.7％の市民が「住み

続けたい／どちらかと言えば住み続けたい」と回答しています。



▶ 近隣に大型商業施設

▶ なまず

市民意識調査（令和２年度）で、本市の認知度について、86.1％の市民が「認知度が

低い／どちらかと言えば認知度が低い」と回答しています。

他市の人に自慢できる事柄についての自由記述では、「目玉がない」、「自慢できる

ものはない」、「何もない」といった意見や、「なまず以外にもうひとつ欲しいがな

い」、「田んぼ、なまずくらいしか思いつかない」と、消極的な意見があるものの、

「なまず」を挙げる人が多く見られました。

ららぽーと新三郷やコストコ
へのアクセスが良く、若年層
に選ばれている吉川美南駅住
宅地周辺の様子。

市民意識調査（令和２年度）では、本市を住みよいと感じる理由の４番目は「買い物

などの生活の便」（68.6％）となっています。市民意識調査の自由記述では、「大きな

買い物は三郷や越谷に出るしかない」といった消極的な意見も一部見られますが、他市

の人に自慢できる事柄についての自由記述では、イオンレイクタウン（越谷市）、らら

ぽーと新三郷（三郷市）、コストコ（三郷市）など、大型商業施設が近くて便利との意

見が数多くみられます。
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指標項目 現状値 令和３年度目標値

人口
（各年1月1日）

73,248人（R3.1.1） 74,400人

指標項目 現状値 令和３年度目標値

定住意向
（市民意識調査より）

72.7％（R2） 85.0％

市への愛着度
（市民意識調査より）

73.3％（R2） 80.0％

市民の幸福度
（市民意識調査より）

87.9％（R2） 87.5％

戦略プランでは、総合戦略で重点として

いる、「市民の定住意向」や「生産年齢人

口」を指標として設定します。

Ⅳ 戦略
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市外へのアプローチ

認知度の向上

市民へのアプローチ

愛着心の向上

シティプロモーション



東京都心部から25km圏内でありながら、地価が安く手

頃に住めて、買い物に便利。そして、住んでみれば、自

然にあふれ、温かみある「ほどよい田舎感」。

「住みよさ」こそ、よしかわ最大の魅力です。

市民の誰もが、 「よしかわの良いところは？」の質問

に、自信を持って「住みよさ！」と答えられるまちに。

よしかわの「住みよさ」を、市内外へ積極的にＰＲし、

認知度を向上させていきます。

▶「吉川市シティプロモーション基本方針」策定

▶子育て世代包括支援センターや
子育て支援センターによる
妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援

▶吉川市立吉川中学校開校

▶吉川美南駅東口開発

▶公園再生プロジェクト など

これまでの取り組み

よしかわには際立った観光資源等がないものの、市民が「住みよさ」を感じていることが何よ

りの強みであり、イメージ戦略として、全面的に「住みよさ」を推したシティプロモーションを

行っていくことが有効であると考えられます。

「住みよさ」をよしかわのアイデンティティーとして市内外にＰＲし、市民の愛着心の向上、

認知度の向上をねらいます。

戦略１

☑ 自信を持って､「住みよさ」推し

自然豊かで環境が良く、行政も子育て分野に力を入れており、子育て環境に恵まれたよしかわ。

行政サービスのほか、地域のコミュニティや、子どもの遊び場、学校の情報など、子育て環境

や教育環境などについて、欲しい情報を、きめ細かくかつタイムリーに提供し、子育て世代にう

れしいまちであることをＰＲしていきます。

活動例：子どもの年代別・子育て情報集約サイト、子育て世代転入者インタビュー
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☑ 子育て世代にうれしいまち、よしかわ



先人が築いてきたまちの歴史と文化を敬うとともに、まだ知られていないまちの魅力や資源を

市民と共に発掘し、磨き、新たな魅力の創出することで、地域資源のブランド化を図り、市民の

まちに対する誇りと愛着心を向上させ、「住み続けたい」と思うまちを目指します。

▶郷土資料館での展示

▶７月２日「なまずの日」イベント

▶「全国なまずサミット」開催・参加

▶＜刊行物の発行＞
文藝よしかわ、吉川むかしばなし、
よしかわの三偉人

▶「吉川大吉ブランド」認定 など

これまでの取り組み

戦略２

☑ よしかわの魅力探し

初めてよしかわを知った・訪れた人

に、「よしかわといえば、なまず」を

印象づけます。市内の様々な料理店で

提供されている、なまず料理や、なま

ずグッズなど、おいしさ、楽しさ、珍

しさで、引き続き「なまずの里 よし

かわ」によるまちおこしを盛り上げて

いきます。

よしかわの歴史と文化をたどると、川にまつわる文化、

まちの偉人など、様々なものがありますが、まだまだ埋も

れているものがあるかもしれません。

これまでも、大吉ブランドなど、よしかわならではの魅

力を発掘、創出していますが、さらに積極的に発信してい

きます。

活動例：なまずのオブジェ、なまず料理、「なまずの日」イベント
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☑ なまずの里 よしかわ



▶市民による市ラジオ番組への制作協力

▶地域課題を地域で解決するための勉強会

▶市民シンクタンク

▶市民活動サポートセンター など

これまでの取り組み

よしかわの魅力について、市民に発掘・創出し、発信してもらうことで、市民ならではのネッ

トワークを活かした、行政だけではできない宣伝効果など多様な情報発信を目指します。

また、「地元」からの、いわゆるクチコミの情報は、信頼性も高く、影響力が期待できます。

市民等との協働により、地元からならではの魅力発信を行います。

戦略３

活動例：市民による魅力発信（SNSなど）、シティプロモーション市民ミーティング

☑ 市民等との協働

市民団体、市内事業者のほか、よしかわへの通勤、

通学者などを含め、広い範囲で、よしかわを「地元」

とする人の中から、よしかわの魅力発信への協力者を

登録制などにより募り、協働による魅力を目指します。

市民等と行政との協働により、市民がまちづくりを

「自分ごと」と捉えるきっかけとし、地元への愛着心

の向上や、市民同士の新たなコミュニティの形成を促

します。

☑ 地元から、魅力発信

地域の情報は、地元から。地元ネタやおす

すめのお店など、地域に密着した情報を発信

できるのは、地元の人ならでは。

プチ情報から特ダネまで、市民等との協働

により、よしかわの魅力を発掘、発信してい

きます。
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戦略４

よしかわへの移住を効果的に促進するため、東京都心部に住む方や、就職などを機によしかわ

を離れた方などにターゲットを絞り、よしかわの情報を戦略的に発信します。

また、よしかわへの移住者だけでなく、よしかわを訪れてくれる「交流人口」や、何らかの形

で応援してくれる「関係人口」など、「多様なカタチのよしかわファン」の創出を図ります。

東京都心部などへのよしかわＰＲ

東京都心部に住む方などから、「よしかわってどこ？」

などと言われてしまうよしかわですが、移住先を探してい

る人にアプローチできれば、きっと興味を持ってもらえる

でしょう。東京都心部での広報活動などにより、郊外で暮

らしたい方、就農を望む方、学生などにアプローチし、よ

しかわを知り、興味を持ってもらいます。

また、市内の各地域での買い物先や公園など、よしかわ

の生活スタイルをイメージしやすいよう情報発信します。

移住・定住につながるイベント

市外の方へよしかわの雰囲気や魅力を伝えるために、

イベントの開催が有効です。

よしかわらしさがつまった農業などに関するイベン

トや、まちなかを周遊するイベント、「市外の方も参

加可」の体験イベントや講座の開催などにより、よし

かわへの移住、定住を促します。

▶＜市主催・共催の大きなイベント＞
なまずの里マラソン、市民まつり、
八坂祭り、ジャズナイト、さくらまつり

▶親水啓発イベント

▶産直めぐり、体験田植え・稲刈り

▶演劇公演、文化芸術の振興

▶各種ウォーキング事業 など

これまでの取り組み

活動例：子どもと一緒に参加できる体験イベント、ふるさと納税の充実

12
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▶＜主な広報媒体＞
よしかわ・ホームページ・Twitter

▶ラジオ番組「金のなまず」

▶テレビや映画のロケ など

これまでの取り組み

よしかわに関する情報を少しでも多くの人に届けるため、関係人口にも着目しながら、よしか

わの魅力を、市内外に向け積極的かつ効果的、戦略的に発信します。

また、本市の様々な取り組みに関する情報について、シティプロモーションの視点を持ちなが

ら発信していきます。

シティプロモーション

地域の地理的資源などを

使ってテレビ番組や映画な

ど の ロ ケ の 誘 致 を 行 う

「フィルムコミッション」

など、様々なメディアに、

よしかわの風景などが取り

上げられることで、市外の

人にも魅力を伝えるだけで

なく、市民の愛着心の向上

にもつながります。

ex.フィルムコミッション

企業と行政の連携では、

企業にとってＳＤＧｓの達

成などの社会貢献だけでな

く、自治体との新たなパー

トナー関係の構築や、地域

資源などを活かした新事業

の展開といったメリットが

あります。企業等との連携

による魅力的なプロジェク

ト実施について研究します。

ex.企業版ふるさと納税

シティプロモーションの視点は、あらゆる施策を行う

上で重要な視点であり、全庁的な取り組みとして進めて

いく必要があります。

観光、イベント、子育てなど、シティ

プロモーションと特に関係の深い部署等

を中心とした庁内連絡会議を設置しなが

ら、全ての部署においてシティプロモー

ションを意識し、取り組みを推進します。

各施策 各施策 各施策 各施策

全ての部署

庁内連絡会議
（関係部署）

横の連携

ＣＰの視点

推進体制・庁内連絡会議

「なまずの里 よしかわ」、

「ほどよい田舎感」など、

よしかわの魅力を一言で表

現した、覚えやすく印象に

残るキャッチコピー作りや、

よしかわを代表する景観情

報の収集・整理など、効果

的なＰＲに向け、市民との

協働などにより取り組みま

す。

ex.キャッチコピー、景観集



東京に近い、買い物に便利。自然豊かで温かみある、ほどよい田舎感も。

心地よい「住みよさ」と魅力が、よしかわにあふれています。


