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１　研究会の自己紹介１　研究会の自己紹介
【研究テーマ】
　「いなりん」を活用したシティセールスの取組みについて
　★シティセールスの実効性を高めるために
　★職員の意識を高揚させるために
　どのように「いなりん」のお仕事（＝活用）を展開したらよいかを検討

【構成メンバー】 

商工観光課　　　山口智司　　　　　　　文化振興課　　　林弘之

商工観光課　　　大茂陽一　　　　　　　企業立地推進課　向山寛

情報システム課　鈴木慎也　　　　　　　生涯学習課　　平松弘孝

企画政策課　　　瀬野正章 以上、
7人の中年おとこです。
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【背景】
　日本は、人口減少、少子高齢化の時代に突入しました。そのため、全国の自治体が
個性や強みを打ち出そうとする都市間競争の中で、本市は、活気のある住みよいまち
を目指すシティセールスに取り組むために「豊川市シティセールス戦略プラン」（平
成 24 年 8 月）を策定しました。
　シティセールス戦略プランでは、次の三つの基本方針を掲げています。
　　①わがまちの魅力をいっぱい発信します
　　②わがまちを好きになってもらいます
　　③わがまちの魅力を感じてもらえるように工夫します
　この中で、「①わがまちの魅力をいっぱい発信します」の具体的な取組み例とし
て、「マスコットキャラクターの活用」を挙げており、平成 24 年 9 月には、豊川い
なり寿司のイメージキャラクター「いなりん」が、市の宣伝部長に就任しました。
　当研究会は、人気者の「いなりん」の力を借りながら、
「いなりん」の「お仕事（＝活用）」をどのように展開し
たら良いのか、どのようにシティセールスに取り組んだら
良いのかを考えました。
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Ｈ 24.11.14 第 1 回会議
・仮想組織「宣伝部」といなりん部長の「部下」の設置について提案（Ｐ７）

　　  12.21 第 2回会議
・いなりん部長の「ラジオ出演」と「初詣」を実施決定

Ｈ 25. 1.10 ・いなりん部長の「ラジオ出演」（収録）　　　  　　　　　　　（Ｐ８、９）

　　　 1.18 ・いなりん部長の「ラジオ出演」（放送）と「初詣」　 　　　　（Ｐ８、９）

          1.24 ・東三河県庁によるゆるキャラ「ロケ」に参加　　　　　  　　　　（Ｐ１０）

          2. 6 第 3 回会議
・いなりん部長の「バレンタイン企画」を実施決定

          2.14 ・いなりん部長の「バレンタイン企画」を実施（福祉施設訪問）　（Ｐ１１）

          2.19-20 ・視察　箕面市役所（大阪府）
　　　　今治地方観光協会、第一印刷㈱（愛媛県今治市）　　　　 

          3.14 ・いなりん部長の「ホワイトデー企画」を実施（福祉施設協賛）　 （Ｐ１２）

          3.21 第 4回会議
・いなりん部長の「センデン八策」を提案　　　　　　　 　 　　　（Ｐ２３）

          3.26 報告会

２　活動実績一覧２　活動実績一覧
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33 　チャレンジ企画　チャレンジ企画

【研究会の活動方針】

“ 実験型の研究会として活
動しよう！”との活動方針
のもと、５つのチャレン
ジ企画を提案、実施しま
した。
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≪チャレンジ企画 №１≫
　　仮想組織「宣伝部」と「部下」の設置を提案　Ｈ 24.11.14

いなりん部長の「お仕事」と言っても・・・・いなりん部長の仕事をサポートする組織や
部下がいない・・・

⇒ 

⇒ いなりん部長の広報・シティセールス活動をサポートする「宣伝部」が設置され、 51 名
　  の広報・シティセールス推進員がいなりんの「部下」に任命されました。
　 （ H24.11.27）

仮想組織「宣伝部」と「部下」の設置を
提案！
～ねらい～
★ 広報・シティセールス推進員のシ　
　 ティセールス意識の高揚を図る。
★ シティセールス活動の全庁的展開を
　 推進する。

【報道】中日新聞（ 11.28 ）、東日新聞（ 11.29 ）
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　　　≪チャレンジ企画 №２≫　その１

　　　　　　　 　いなりん部長の「初詣」　　　　Ｈ 25.1.18

シティセールスのために、人の気を惹くことをとにかくチャレンジしてみよう！
・・・時節は、市制施行 70 周年イヤーが始まる頃・・・

 初詣やってみない？！
 市制 70 周年やＢ‐１グランプリ in豊川の 
  成功を祈願しながらＰＲしたらどう？
　    ～ねらい～
　★ 報道機関に取り上げてもらい、まちの
　　 元気につながるイベントを広く知って
　　 もらう。

⇒ 

【報道】ＣＢＣ（ 1.18 夕方ニュース）、東愛知新聞（ 1.19 ）、毎日新聞（ 1.19 ）

⇒ 豊川市観光案内所を出発し、豊川稲荷門前をねり歩き、豊川稲荷本殿にて礼拝しました。 
     道中、絶えずＰＲ活動やいなりん部長によるファンサービスをしました。
　  テレビ局も取材に来られ、当日夕方のニュースで放映されました。
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　　　≪チャレンジ企画 №２≫　その２

　いなりん部長の「ラジオ出演」（これは副産物）Ｈ 25.1.10

ところで、初詣の日はいつにする？・・・
市制 70 周年のＰＲなら、 1 月にエフエム豊橋の
「とよかわグッドチョイス」の収録予定がある！

 いなりん部長にラジオに出てもらう？！
 初詣は、ラジオ放送の後にしたらどう？！
　 ～ねらい～
　★ 一般的に話さないはずのゆるキャラが
　　 ラジオに出るという意外性で人々の関
　　 心を惹きつけ、ＰＲ効果を高める。

⇒ 

【報道】中日新聞（ 1/14 ）、東愛知新聞（ 1/18 ）

⇒ いなりん部長は、ラジオ収録でメッセージボードを使って会話をしました。それでも存
　 在感は満点！ 1/18 のラジオ放送後に初詣に出かけるというシナリオで、ラジオでも初
　 詣への参加を呼びかけました。



  10

　　　≪チャレンジ企画 №３≫　　

　　東三河県庁によるゆるキャラ「ロケ」に参加 　Ｈ 25.1.24

東三河県庁による「東三河の魅力発信事業」で、イン
ターネット用動画が委託で制作される。すわポン、狐
娘ちゃんと共に、いなりんにもロケのオファーがあっ
た。

 プロが手掛けるインターネット向け動画制
作のロケ現場に参加してみよう！
　 ～ねらい～
　★ 本市における動画配信の参考とする。

⇒ 

　東三河県庁ポータルサイトにロケの様子が掲載（ 1/24 ）

⇒ 豊川稲荷、赤塚山公園、本宮の湯、プリオでロケが行われました。いなりん部長は、豊
　 川稲荷と赤塚山公園に登場し、ファンサービスも欠かさず、観光客や来園者に喜ばれま
　した。 いなりん部長は、撮影のノウハウもしっかりと吸収しました。
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　　　≪チャレンジ企画 №４≫　　

　　　　いなりん部長の「バレンタイン企画」　　Ｈ 25.2.14

人の気を惹く次なるチャンスは？？？
・・・バレンタインデーしかない！・・・

 市制 70 周年記念ロゴ入りチョコを
” チョコっとだけ”作ってみよう！
これを福祉施設に届けよう！
　 ～ねらい～
　★ 70周年の露出を高め、広く人々に　
　　 知ってもらう。
　★ 市民との協働によりシティセールス
　　 の効果を高める。

⇒ 

【報道】中日新聞（ 2/15 ）、東日新聞（ 2/15 ）【その他】パンＰＡＫＡぱんニュース（ 2/21 ）

⇒ いなりん部長はあけぼの作業所さんを訪問し、チョコを利用者の方へ贈りました。
　 そして、市制 70 周年の紹介と、３月開催の記念事業「描かれた日本の美 さくら展」　 
や、 11月開催の「Ｂ－１グランプリ in豊川」のＰＲを行いました。

文化振興課の女性職員の力をお借りしました。
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　　　≪チャレンジ企画 №５≫　　

　　　あけぼの作業所の「ホワイトデー企画」　　 Ｈ 25.3.14

バレンタインデーにチョコをあげると・・・
　ホワイトデーって期待しちゃうよね・・・（中年男性には想像しづらい乙女心ですが）

 あけぼの作業所さんに（厚かましくも）
お返しをお願いし、まちの元気をＰＲして
もらおう！
　 ～ねらい～
　★ 多くの人に、市民のいろんな元気がま
　　 ちの魅力であり、シティセールスの売
　　 りとなることを知ってもらう。

⇒ 

【報道】東愛知新聞（ 3/15 ）

⇒ 市役所ロビーで毎月行うパンの販売の前に、いなりん部長へ特製クッキーを贈っていただ
　 き、市内の施設で同じように働く皆さんの元気をＰＲしていただきました。
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　　　≪チャレンジ企画 番外編≫　　

　　　 チャレンジ企画の動画をアップしてみました 　　

何かと絵になるいなりん部長の活動をビ
デオ撮影し、ホームページにアップして
みました。

【再生回数】初詣： 77 回、バレンタイン企画： 27 回（ H25.3.18現在）

　　　　　　 にアップ　

　⇒　　　　　 にリンク
　　　　　　

　⇒市ホームページにリンク

※スターオフィスの情報システム課　
　キャビネットに、動画のアップの説
　明があります。

http://www.city.toyokawa.lg.jp/kiratto/inarin/kikaku_inarinradio.html

http://www.city.toyokawa.lg.jp/kiratto/inarin/kikaku_inarinradio.html
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４　いなりん部長のお仕事効果４　いなりん部長のお仕事効果

チャレンジ企画を通じて、いなりん部長の登場
による「お仕事効果（＝活用の効果）」を３点
確認しました。

① 象徴効果
② 物語効果
③ 緩和効果
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やっぱり
いなりんは注目されます！
いなりん部長という象徴的存在
があったから、報道機関も取材
してくれました。

① 象徴効果

市制７０周年やＢ－１グランプリ
の露出度を高めることができまし
た。

★ もし、初詣を研究会メンバーだけでやっ
　 ていたら・・・いなりん部長に感謝！
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自由なストーリーで
関心を惹きつけられます！
70 周年とＢ－１グランプリのＰＲ
の機会を、初詣やバレンタイン
デーに引き寄せたのは、いなりん
部長でした。

② 物語効果

単なるＰＲ活動ではなく、物語
性を加味することで、人々の関
心を惹き寄せることができまし
た。

★ チョコを”チョコっと”なんてダジャレ。
　いなりん部長だから勇気を持って言えました。
★ ラジオ出演と初詣の組み合わせは、いなりん
　 部長だから成しえたと思います。
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堅くて地味なお役所仕事を
やわらかく、楽しく
伝達できます！
いなりん部長が登場することで、
硬さや地味さが緩和されました。

③ 緩和効果

役所の仕事や活動に、少しは親
しみを感じていただけたと信じ
ています。シティセールスもお
役所仕事から脱皮できそう！

★広報・シティセールス推進員をいなりんの部
　下とすることで、その役割の堅苦しさを緩和で
　きたと思い（込んでい）ます。
★ いなりん部長が広告塔となることで、市の取
　 組にも親しみを感じてもらえます。
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《価値の測定その１》新聞報道の広告料換算
　

内容 掲載日 広告料換算額 備考

宣伝部と部下の設置 2社 400,000円
ラジオ出演 2社 62,000円 うち 1件は初詣も併せて

初詣 2社 137,000円 ＣＢＣﾆｭｰｽは未換算
バレンタイン企画 2社 174,000円
ホワイトデー企画 1社 26,000円

合計 799,000円
※広告料換算額は、パブリシティガイド（Ｈ25.3／秘書課作成）のｐ３「パブリシティの効果」を参考
　にし、掲載面積により算出しました。

自分たちの取組みが、新聞報道されるという成功体験は、次の取組みへの動
機付けになりました。また、広告料換算してみることで、その情報の価値を
知ることができました。

新聞報道されたことの価値を広告掲載料に金額換算してみました。

～ところで、発信した情報の価値ってどのくらいあるの？～～ところで、発信した情報の価値ってどのくらいあるの？～
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《価値の測定その２》ＳＮＳの反応に着目

内容 市ﾄｯﾌﾟﾍﾟｰｼﾞ 宣伝部長ﾍﾟｰｼﾞ 動画（ YouTube)
Facebook
（ｺﾒﾝﾄ）

Twitter Facebook
（ｺﾒﾝﾄ）

Twitter グッド！ 再生回数

初詣 ― ― 2 6 1 77
バレンタ
イン企画

チョコ   47(3)   1
0 2 0 27贈呈 34     0

ホワイトデー企画 38     2 0 1 ― ―

合計 119 　 3 2 9 1 104

Facebook 、 Twitter 、 YouTube の「いいね」、「ツイート」機
能などにおける反応を見てみました。（Ｈ 25.3.18 現在）

市トップページの Facebook に掲載される情報発信効果の高さが分かりま
す。また、動画も見ていただけています。現在のホームページは、相手の反
応を見ることができ、新聞報道とは違った価値の捉え方ができます。

※ＳＮＳ・・・人と人とのつながりを促進・サポートする会員制のインターネット上のコミュニティ型サービスのこと。
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５　今後の課題５　今後の課題

〔課題〕宣伝部や部下が、何をするのかを明確にする必要があります。
　★「宣伝部」の全庁的な活用
　　「宣伝部」は仮想組織なので、自由な発想で活用できる存在になれば良い
　と考えます。
　　例）全庁的なＰＲを要するような時に、企画政策課以外の部署でも、宣伝
　　　部長の名前を使って、各部署に協力要請できるような仕組みがあれば、
　　　「宣伝部」が活きると考えます。
　★「部下」（＝推進員）の楽しい仕事化
　　「この仕事なら楽しくやれる！」と思えるような雰囲気づくりが大切と考
　えます。
　　例）統一デザインの名刺やファックスなどを「部下」（＝推進員）が真っ
　　　先に使い、外部の人に「おっ？！」と言わせられれば、シティセールス
　　　がもっと楽しくなり、周囲への波及効果も生まれると考えます。

（１）仮想組織「宣伝部」と「部下」のあり方について
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〔課題〕情報発信における工夫の幅を広げることが望まれます。
　★多様な情報発信テクニックの浸透
　　多くの職員がいまどきのテクニックを使いこなせるよう、具体的な道具や
　　ノウハウの共有が必要と考えます。
　　例）行事などをデジカメ等で撮影し、無料ソフトで編集する方法を標準化
　　　すれば、色んな動画が登場する魅力的なホームページ作りにつながると
　　　思います。「みてみン！」を活用しての動画の掲載方法については、過
　　　去にも説明会が行われていますが、具体的な道具の提示と併せて再度説
　　　明会が開かれると良いと考えます。
　★楽しさの実感
　　多くの職員が情報発信の楽しさを実感できるような効果測定方法の共有が
　　必要と考えます。
　　例）新聞掲載の広告料への換算や、ＳＮＳのリアクションの見方など、工
　　　夫された情報発信の効果測定の仕方を知ることができれば、次なる取組
　　　みへの動機付けになるため、その周知・啓発が大切と考えます。

（２）情報発信の仕方について
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〔課題〕いなりんへの配慮と理解を深める必要があります。
　★いなりんへの感謝
　　いなりんの人気のおかげで、注目を集められます。市は、その人気にあや
　かり、いなりん部長の力を借りたシティセールスに取組んでいます。
　　一方、いなりんを生み出したのは穂の国青年会議所であり、ここまで人気
　を高めたのは観光協会です。
　　市としては、それを理解しながら活動することで、いなりん部長を広告塔  
　とするシティセールスを円滑に続けられるものと思います。
　★いなりんへの配慮
　　いなりん部長の画像の使用や出演においては、ここまで磨き上げられた　
　キャラクターを大切にする必要があります。
　　また、市の宣伝部長としての出演等が増えることで、いっそう人気が上昇
　することとなれば、市としても、観光協会におけるいなりんの管理・運営面
　への配慮やサポートも必要であると考えます。
　　　　　

（３）いなりんの活用における配慮ついて
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６　最後の提案６　最後の提案
いくつかのチャレンジ企画を通じて学んだことを、
いなりん宣伝部長のセンデン八策としてまとめました。

センデン？船中？

と　ときをのがさず
よ　よろこんで
か　かっこよく
わ　わがまちじまん！
う　うまいこと
り   りりしく
こ　こまめに
み　みんなでやろまい！

～　いなりん宣伝部長のセンデン八策　～



  24

と ときをのがさず

 　ときをのがさず「ここぞ」というチャンスを活かしましょう。
　　　世の中のイベントへの便乗も効果的！　　　

よ よろこんで

　　　シティセールスはよろこんで、楽しくチャレンジし、その気持
　　　ちをいっぱい発信しましょう。

か かっこよく

　　　かっこよく、時にかっこ悪くするために、被り物、のぼり旗、
　　　ポスター、パネルといった小道具などもふんだんに使いましょ
　　　う。

わ わがまちじまん！

　　　わがまちの名所！わがまちで頑張る人々！名所のみならず、　
　　　市民の活躍など、何でもわがまちの魅力として自慢しましょ　
　　　う。
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う うまいこと

 　うまいこと報道機関への情報発信（パブリシティ）を行い、　
　　　人々の関心を惹きつけましょう。

り りりしく

　　　りりしく、美しく演出するなど、見栄えにはこだわりましょ　
　　　う。

こ こまめに

　　　こまめに記者発表やホームページの更新を行い、地道に情報発
　　　信し続けましょう。

み みんなでやろまい！

    仲間や人々と一緒になって、シティセールスに取り組みましょ
　　　う。
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７　まとめ７　まとめ
　全国的なゆるキャラブームで数え切れないほどのキャラクターが次々と誕生
する中、幸いにも当市には、「いなりん」という既に育て上げられた象徴的存
在がありました。そこで当市は、昨年９月、いなりんに市の宣伝部長を引き受
けてもらいました。
　当研究会では、今後のいなりん部長のお仕事（＝活用）をどのように展開す
れば、効果的なシティセールスができるかを、いくつかのチャレンジ企画の中
で見出そうとしました。そして、いなりん部長のお仕事（＝活用）による「象
徴効果」、「物語効果」、「緩和効果」を確認しました。
　一方、いなりん部長のお仕事に付随する取組みとして、ホームページにおけ
る動画配信や新聞報道の広告料換算、ＳＮＳにおけるリアクションへの着目な
どにより、積極的な情報発信の手応えや楽しさ、効果測定のヒントを確認しま
した。
　これらを踏まえ、当研究会は、いなりんのお仕事（＝活用）効果のみなら
ず、積極的な情報発信の重要性を教えてくれたいなりん部長に対する恩返しと
して、”センデン八策”を贈ることとしました。
　今後は、いなりん部長の力を借りつつ、”センデン八策”の精神のもと、実効
性のあるシティセールスが全庁的、全市的に展開されることを願って、まとめ
としたいと思います。
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