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自治体マーケティング広報フォーラム2019
協賛のご案内
あ

意欲のある自治体担当者との接点を構築し
貴社事業への深い理解を得るために



「自治体マーケティング広報フォーラム2019」開催の趣旨

自治体関係者が集い、

地域の理想形から、

実現までの構想を考える。

シティプロモーション活動とは、本来、地域の理想の姿を実現させるための活動です。しかし現状を見てみると、地域
の課題や理想の姿が明確でないまま、手法や目先の数字ばかりに労力や予算を投じてしまっているケースが多く見られ
ます。その結果、面白いだけ・目立つだけのプロモーションを「点」で実施してしまい、本来目指すべき理想の地域や課
題解決とかけ離れてしまうことも多々あるようです。
「このままではいけない！」と考え、悩んでいる担当者も多数います。しかし、企業では当たり前のようにノウハウを持ち、

PDCAを回している「マーケティング」や「広報」の知識を得られる場は、そう多くはありません。

▶自治体におけるシティプロモーション活動の現状

未来の地域の理想の姿から、現在の状況・課題を整理し、どうすれば理想の地域を実現できるのか。その戦略と戦
術を考えるための知識を集約し、学びを得ていただく場として「自治体マーケティング広報フォーラム」を開催します。確
実に予見できる未来や、社会動向の分析・洞察、地域資源の掘り起こしや経営資源の再定義、また地域の多様な
関係者の関心を深いレベルで理解しながら構想していくことで、”理想の地域はどうあるべきか”まで踏み込んで考える
場としていきます。

▶自治体担当者へ、マーケティング・広報の知識を提供する場
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主催組織について：株式会社宣伝会議

宣伝会議は、創刊64年となる専門誌「宣伝会議」やクリエイティブの専門誌「ブレーン」などの月刊誌を中心に、マーケ
ティング・クリエイティブに特化した、最先端の事例・ノウハウを発信しています。また、その情報と知識を活かして企業・官公
庁・地方自治体に向けた、教育コンサルティング事業も展開しています。
雑誌「宣伝会議」をはじめとして「販促会議」、「ブレーン」、「広報会議」を毎月発行し、加えて「編集会議」「100万社
のマーケティング」など、定期発行物には多くの読者がいます。また、webメディアの「アドバタイムズ」ではマーケティング・広
報などにまつわるニュースをデイリーで更新。人気コラムニストとともに最新情報を提供し、さらにその情報をフォロワーが拡
散する仕組みをつくっています。
本フォーラムでは、企業や自治体の課題を解決するビジネスメディアとして、マーケティングや広報・クリエイティブに関わる
企業や自治体の皆さまに、知識と情報を提供しているネットワークを通じた拡散・集客を行います。

マーケティングに特化したメディア・教育事業のパイオニア

宣伝会議の自治体向け教育講座

【講座種類数】7講座
【講座開講数】16回

【総受講人数】500名以上

宣伝会議の自治体向けセミナー

【実施数】月1回（年間12回）
【年間総来場者数】720名

年間200講座20,000名の輩出
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主催組織について：学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学

事業構想大学院大学は、文部科学大臣の認可を受けた学校法人として毎年院生を受け入れ、MPD（Master of 
Project Design）、事業構想修士を輩出しています。「事業構想」とは、実現したい社会を想像し、アイデアを生み、
理想の事業を構想し、実現可能な計画へ発展させ、新しい仕組みをつくり動かすことです。院生の教育だけでなく、内閣
府が主導して立ち上げた地域活性学会の事務局を運営しています。それにより、官公庁や自治体とのプロジェクトも多数
運営しております。
大学院内に出版部を設け、ビジネス誌「月刊事業構想」を毎月1回発行しています。月刊事業構想は、84%もの知
事・市区町村長にお読みいただいているほか、毎月5000冊ほど自治体の担当者に向けて献本もしているため、自治体
の皆さまの「地方創生データベース」として有効に活用いただいています。その読者ネットワークを生かし実施しているセミナ
ーやイベントにも毎回多数の自治体担当者が訪れ、地方創生に関する「知」のプラットフォームとしても寄与しています。

地方創生×イノベーション No.1メディア

本学が事務局である
地域活性学会で講演する

石破茂 元地方創生担当大臣

200名以上が来場した
ふるさと納税地方創生フォーラム

1800名以上が来場した
シティプロモーションサミット（企画協力）
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主催組織について：学校法人先端教育機構社会情報大学院大学

社会情報大学院大学は、国内初の広報・情報のスペシャリストのための大学院です。1学年30人の少数精鋭の入学
制度。情報学、経営学、マーケティング、クリエイティブ、リスク・マネジメントなど、各分野を代表する豊富な教授陣。インプ
ットだけでなく、様々な議論やプレゼンテーションといったアウトプットを中心に、社会課題や自身の組織の広報戦略を研究
し、深め、活かしていくための場です。
本学は、広報・情報利活用分野の社会人の再教育と専門性の向上をめざす専門職大学院であり、その教育の主要
分野は下図の「社会情報大学院大学の教育研究分野」と示した領域になります。「情報の利活用」を高度化する分野
には、地域活性化のための情報システムの整備やネットワークを活用した告知や広報、SNS（ソーシャル・ネットワーク・サ
ービス）を利用した企業と行政の協力によるNPO支援活動など数多くのテーマや事例があります。「知のエネルギー」が集
い、未来を創る舞台です。社会情報大学院大学は、経営体（企業・行政）の最前線で先端的な広報・情報戦略に
取り組む専門人材を育成するという使命を担います。

国内初 広報・情報のスペシャリストのための大学院
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社会情報大学院大学の
教育研究分野



昨年実績 「自治体マーケティング広報フォーラム2018」

初開催にもかかわらず、のべ1500名以上が来場

〇奈良県生駒市長 小紫雅史氏
「自治体3.0のまちづくり」

〇一般財団法人渋谷区観光協会
企画広報部 部長 堀恭子氏

「地方自治体における
ナイトタイムエコノミーの可能性」

〇佐賀県佐賀市 総務部 秘書課
シティプロモーション室 室長
南雲千寿氏
「話題を呼ぶシティプロモーション」

＜登壇者（一部）＞

自治体 観光交流室 室長

観光事業に力を入れて取り組んできましたが、より大きな成果に繋げていきたいと考えていました。

私の考えている方向とあまり違わない話には、自分の思う先に向かってもいいんだ、と、背中を押して

いただいた気がします。また、「こんな新しい方法があるのか」という気づきも非常に多く、支援してくだ

さる民間企業様との出会いも、今後に繋がる貴重なご縁となりそうです。

思い切って出張し、受講して良かったです！

自治体 企画部 秘書広報課 主査

今年の4月にシティプロモーションがミッションとして与えられ、具体的な戦略を策定していくタイミングで

の参加でした。初めてのことばかりで、職員だけでは思うように進めることができず、外部からの協力を

得ることも検討していましたが、どのように相談したらよいかわからず、悩んでいました。

講演企業様に懇親会でご挨拶をさせていただいたところ、すぐにご提案をくださるとのこと。今後ご一

緒できることになりそうで、よかったです。素晴らしい機会をいただき、ありがとうございました！

＜来場者からの声（一部）＞

うち7割が自治体担当者で、主な部署は企画課、広報課、観光課など
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昨年実績 「自治体マーケティング広報フォーラム2018」

140以上の自治体が来場
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来場した自治体担当者のうち、8割が役職者
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「自治体マーケティング広報フォーラム2019」概要

シティプロモーションの「知」を集約する場

名 称 ：自治体マーケティング広報フォーラム2019
A

主 催 ：株式会社宣伝会議

学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学・社会情報大学院大学
A

日 時 ：2019年5月23日（木）・24日（金）
A

来場者 ：自治体の企画課、観光課、広報課など シティプロモーションに関わる部署の方
A

会 場 ：宣伝会議 セミナールーム（表参道駅A4出口徒歩3分)

宣伝会議、事業構想大学院大学、
社会情報大学院大学、

それぞれの強みを活かしたフォーラム開催により

〇自治体の皆さまには
・事例に基づく深い知識や情報
・理想形を共創する民間企業との接点

〇協賛企業の皆さまには
・講演による来場者からの深い事業理解
・誌面掲載による自治体との多面的な接点

をご提供いたします。
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タイムスケジュール

▶5月23日（1日目）

時間 セミナールームA1(60名) セミナールームB(60名) セミナールームA2(30名)

13:00-14:00 主催者企画講演

14:15-15:00 自治体講演 自治体講演 自治体講演

15:00-15:45 企業講演 企業講演 企業講演

16:00-16:45 自治体講演 自治体講演 自治体講演

16:45-17:30 企業講演 企業講演 企業講演

17:50-19:30 懇親会

▶5月24日（2日目）

時間 セミナールームA1(60名) セミナールームB(60名) セミナールームA2(30名)

9:30-10:30 主催者企画講演

10:45-11:30 自治体講演 自治体講演 自治体講演

11:30-12:15 企業講演 企業講演 企業講演

A B

D E

G H

C

F

I

※各セット講演の間には、15分間の休憩時間を設けます。協賛企業のご登壇者様は、この間に会場へお入りください。
※各講演は司会が進行します。冒頭の概要説明だけではなく、質疑応答のサポート等もいたします。
※懇親会開始前は、20分間の配置転換を行います。転換完了次第のスタートとなりますので、控室でお待ちください。
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講演者例（取材・登壇実績より）

一般社団法人
秩父地域おもてなし観光公社
事務局長 井上正幸氏

DMO

兵庫県豊岡市
大交流課 課長
谷口雄彦氏

インバウンド

千葉県流山市
マーケティング課
メディアプロモーション広報官
河尻和佳子氏

シビックプライド

兵庫県伊丹市
総合政策部都市
ブランド・観光戦略課 主任
中田由起子氏

PR動画

東京都渋谷区
観光大使 ナイトアンバサダー
Zeebra氏

ナイトタイムエコノミー

高知県知事
尾崎正直氏

ふるさと納税

鳥取県知事
平井伸治氏

観光誘客

※肩書は取材・講演当時のものです。
※上記は一例であり、確実に登壇を保証するものではございません。

10

奈良県生駒市長
小紫雅史氏

協創のまちづくり

茨城県守谷市長
松丸修久氏

デジタル活用



想定協賛テーマ

1キーワードにつき協賛企業は1社のみ

インバウンド PR動画 ICT活用 移住促進
シビック
プライド

DMO 定住促進 データ活用 ふるさと納税
クラウド

ファンディング

ナイトタイム
エコノミー

観光誘客 SNS活用 市民調査
アンバサダー
マーケティング

※テーマは発注順で確定となります。お早めにお申し付けください。
※上記に挙げたテーマは一例です。記載のないものも協賛可能ですので、担当者へご相談ください。

1つのテーマにつき、協賛できる企業は1社のみです。そのため、テーマと貴社（サービス）を強く紐づけて印象付けること
ができます。テーマにおける競合他社は一切いない場で、貴社がそのテーマの専門家として講演をすることができます。
また、自治体による事例講演とセットで企業講演が入るため、テーマに関心のある層のみが聴講に訪れます。そのため、
ターゲティングされたリードを確実に獲得することができます。
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協賛メリット

自治体のシティプロモーション担当者をはじめとした
参加者とのビジネスマッチングの場をご提供します

自治体を中心とした来場者のすべてが、シティプロモーションに関わる方々です。実際に取り組む
中で出てきた課題を解決したい、これまでに実施したことのないような新しいアイデアがほしい、など
、目的意識を持って来場しています。
また、自治体講演と貴社の講演をセットにすることにより、テーマに興味を持った方のみが聴講しま
す。

1 ターゲティングされたリードを獲得することが可能

本企画は展示会ではなく、「知の集約の場」「フォーラム」として開催いたします。講演中心の構成
により、貴社事業に対しての深い信頼感や理解を得ることができます。
また、発注先としてではなく、「専門家」として見られることにより、貴社サービスに対してのブランド
構築にも繋がります。

2 深い理解の獲得とブランド・信頼性の構築

懇親会では、参加者との密なコミュニケーションをとることができます。営業シーンとは異なる場面だ
からこそ聞くことができるリアルなヒアリングなど、商談につながる縁や情報を得ることができます。
また、月刊事業構想にレポートが掲載されることにより、フォーラム当日にお越しいただけなかった
方にも確実にアプローチすることができます。

3 講演×懇親会×メディアによる幅広いリーチ
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協賛基本メニュー

プランA
講演(60名)＋登壇レポート2ページ＋オンライン掲載

問合せ請求シート＋懇親会参加2名

〇講演：60名来場（来場者リストは後日CSVデータでご提供）
〇月刊事業構想への掲載：登壇レポート2ページ（7月1日発売8月号）
〇事業構想オンラインへの掲載：登壇レポートを転載（7月1日掲載開始）
〇レポート掲載号献本時に、問合せ請求シートを同封。貴社への問合せがあった際には、情報を共有

プランB
講演(30名)＋登壇レポート1ページ＋オンライン掲載

問合せ請求シート＋懇親会参加1名

〇講演：30名来場（来場者リストは後日CSVデータでご提供）
〇月刊事業構想への掲載：登壇レポート1ページ（7月1日発売8月号）
〇事業構想オンラインへの掲載：登壇レポートを転載（7月1日掲載開始）
〇レポート掲載号献本時に、問合せ請求シートを同封。貴社への問合せがあった際には、情報を共有
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〇全体配布資料として
貴社の営業資料を配布（1部）

〇懇親会への参加：2名

※懇親会参加者の追加：1,000円／人

プランC 全体配布資料＋懇親会参加1名

〇全体配布資料として貴社の営業資料を配布（1部）
〇懇親会への参加：1名

＜プランA＞
限定6社

＜プランB＞
限定3社

〇全体配布資料として
貴社の営業資料を配布（1部）

〇懇親会への参加：1名

金額については
コチラのフォームより
お問い合わせください
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協賛オプションメニュー

① 編集タイアップ1ページ＋オンライン掲載

〇月刊事業構想編集タイアップ1ページ（3月1日発売4月号）
〇事業構想オンラインへの掲載：編集タイアップ1ページを転載（3月1日掲載開始）

② 編集タイアップ2ページ＋オンライン掲載

〇月刊事業構想編集タイアップ2ページ（3月1日発売4月号）
〇事業構想オンラインへの掲載：編集タイアップ2ページを転載（3月1日掲載開始）

③ 限定4社！スペシャルオプション

月刊事業構想 編集タイアップ2ページ（3月1日発売4月号）
集客タイミングである3月に発売の月刊事業構想へ、貴社タイアップ記事を掲載。
効果的な集客につなげるとともに、フォーラムに来場できない方々へもアプローチが可能です。

月刊事業構想 1788自治体首長への献本時に、貴社記事掲載の特別冊子を同梱
4月号に掲載された記事を活用し、特別冊子を作成します。1788自治体の首長へ献本する際に同梱するこ
とで、各首長の手元へ確実に届くスペシャルメニューです。雑誌が読まれるのはもちろんですが、読みやすい厚さ
の冊子にして同封することで、読まれる確率がグッと高まります。※同梱は8月号（7月1日発売）の献本時。

冊子 500部納品
4月号に掲載された記事を活用して作成した特別冊子を、貴社へ500部納品いたします。
単なる広告出稿で終わらせることなく、その後も長期に渡って営業資料として活用いただけます。
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金額については
コチラのフォームより
お問い合わせください
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今後のスケジュール

■ レポート校了日
2019年6月15日

■ フォーラム開催
2019年5月23日・24日

■ 申込み締切日
2019年2月28日

■ レポート掲載号発売日
2019年7月1日

枠が埋まり次第の終了となります。
お早めにお申込ください。

講演内容などはご相談しながら
進行させていただきます。
初めての講演でもご安心ください。

確定した進行スケジュールおよびオ
プションの進行スケジュールは、
担当よりご案内いたします。

掲載誌は2冊まで差し上げますが
割引価格での購入も可能です。
担当者へお申し付けください。
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株式会社宣伝会議 営業支援室
☎ 03-3475-7666

✉ info-koukoku@sendenkaigi.co.jp

学校法人先端教育機構 事業構想大学院大学
自治体MPRフォーラム事務局

☎ 03-3478-8401
✉ pjlab@mpd.ac.jp

お問合せ先
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料金や空き枠状況についてなどお問い合わせについては
こちらのフォームよりお願いします
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