
シティプロモーションサミット
-NEXT2020に向けた、まち・ひと・しごとのリデザイン-
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

2020年2月7日(金) 会場：宣伝会議セミナールーム（東京・南青山）
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「シティプロモーションサミット」概要

Next2020に向けたプロモーションを考える

名 称 ：シティプロモーションサミット

主 催 ：学校法人先端教育機構事業構想大学院大学

特別協力：株式会社宣伝会議

後 援 ：東京都（予定）

日 時 ：2020年2月7日（金）

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

会 場 ：宣伝会議 セミナールーム（表参道駅A4出口徒歩3分)

2

本イベントのPOINT

❶ 2014年から毎年開催しているイベントです。本年はNext2020を見据えて東京で開催します。

❷ 来場者数は、平成29年約1,800名（品川区主催）、平成30年約600名（佐賀市主催）と
自治体担当者の関心が非常に高いイベントです。

❸ 地方総合戦略策定期に実施しますので、自治体の皆さま、協賛企業の皆さまの双方に
お役立ていただけるイベントです。



「シティプロモーションサミット」 開催の歴史

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。

▶シティープロモーションサミット開催の歴史

平成25年：兵庫県尼崎市 「まちの魅力を創造・発信する」
平成26年：神奈川県相模原市 「つなぎ、つくり、つたえる、街の未来」
平成27年：青森県弘前市 「地域連携によるシティープロモーション」
平成28年：福井県坂井市 「Creating Shared Value シティプロモーションで加速する地方創生」
平成29年：東京都品川区 「Connect ～まちとひとをつなぐ体験を考える～」
平成30年：佐賀県佐賀市 「日本スタートアップ。いま地域の創生が幕をあける。」
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近年、魅力を創造し発信する、シティプロモーションに積極的に取り組む自治体が増えています。
そこで、 まちの特色を活かしたその創意工夫や経験を共有し、抱えている課題の解決に向けて
意見交換を行うのがシティプロモーションサミットです。
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東京都ではシティープロモーションの一環として、
都心への人口流入が進むなか、時差bizキャンペーンを始め、スムーズな働き方を推進しています。
地域住民は自らの働き方を変えることで、自分の人生を自分らしく過ごし
幸福度や幸福実感度を高めます。

そういった幸福度を高めることが、各地域住民とのつながりを強化させ、
自治体への愛情を育て、人口流出に歯止めをかけるだけではなく、
交流人口・関係人口の増加にもつながります。

しかし、テレワークやVRなどのテクノロジー、リノベーション事業者の台頭など、
働き方をスムーズにできる環境はありますが、それを総合的にまとめ、
戦略的に実行できる地域はまだ少ないのが実態です。

本さミットでは、2020年のオリンピック後も見据えた街づくりのために、
新しい時代の新しい働き方のデザインの仕方や各事業者を巻き込むポイントなど、
ケーススタディも交えて議論していきます。

開催趣旨
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想定協賛テーマ ※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。
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AI・クラウド

ICT促進

３．新しい時代の流れを力にする

地域資源の掘り起こしと
コンテンツ化

動画・SNS活用

２．地域の継続的なファンをつくる

サテライトオフィス

二拠点居住

１． NEXT2020テーマ
「関係人口」の創出・拡大

観光

インバウンド

４．地域への新しいひとの
流れをつくる



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。

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、事後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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過去実績
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イベント実績 「全国シティプロモーションサミット2017 IN SHINAGAWA」

2日間で約900団体、延べ1,883名の自治体担当者らが来場

■全国シティプロモーションサミット2017

〇対象者 ：全国の自治体プロモーション担当者
〇来場者数：のべ1883名
〇登壇候補者：自治体首長、シティプロモーションの有識者、自治体の企画課・観光課など
〇日程：2017年10月26日、27日
〇主催：品川区 企画運営：宣伝会議 協力：事業構想大学院大学
〇場所：きゅりあん（品川区立総合区民会館）

立正大学客員教授
新潟経営大学特別客員教授
総務省地域力創造アドバイザー

高野 誠鮮 氏

荒川区長

西川太一郎 氏
坂井市長
特別区全国連携プロジェクト品川区パートナー

坂本 憲男 氏

品川区長

濱野 健氏



イベント実績 「シティプロモーションサミット2018 IN SAGA」

2日間で約600名、全国から自治体担当者らが来場

会場風景

■全国シティプロモーションサミット2018

〇対象者 ：全国の自治体プロモーション担当者
〇来場者数：のべ600名
〇登壇候補者：自治体首長、シティプロモーションの有識者、自治体の企画課・観光課など
〇日程：2018年11月29日、30日
〇主催：佐賀市
○後 援：内閣府、総務省、観光庁
○協 力：佐賀県、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、株式会社佐賀広告センター

佐賀市長

秀島 敏行氏
壱岐市長

白川 博一 氏
静岡県副知事

土屋 優行 氏

＜登壇者（一例）＞



イベント実績 「地方創生フォーラム2019」

2日間で約400名程度、首長が全国から8名来場

＜首長による情報発信＞

三重県伊勢市
鈴木健一市長個人ブログ

内閣府 地方創生推進事務局
審議官
村上 敬亮 氏

観光庁 観光地域振興部
観光地域振興課長
冨樫 篤英 氏

会場風景

協賛企業からの声

☆講演終了後に直接自治体の担当の方や市長様

が私のところにやってきて具体的な相談話してくれま

した。実際にここまで具体的な話を直接、しかも複

数人の方から相談が来ることは期待以上でした。

☆参加した懇親会にも市長の方が参加され、そこで

は普段以上に深い話も聞け、自治体の抱える課題

の本質部分が聞け、今後の自社のサービス展開に

も非常に参考になりました。」

＜来場した首長＞
伊勢市長・福津市長・知立市長・岩沼市長・狭山市長・
三戸町長・横瀬町長・松田町長・（大和市副市長）

埼玉県横瀬町
町長
富田能成 氏

全国から集まった自治体の企画担当者
や首長さんや民間プレーヤー)との交流
や、霞が関のまちひとしごと創成本部の
方との情報交換を通して、久々に地方
創生について考える一日になりました。

埼玉県横瀬長
富田 能成 町長facebook



イベント実績「自治体マーケティング広報フォーラム2018」

全国からのべ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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その他実績
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「ICT活用全国首長会議」 2019.5.22

自治体の抱える地域課題に対して、ICTを活用した解
決策の議論を深めることが求められており、そのICT活用
の最前線を共有するためのシンポジウム。

・登壇者（一部）
総務省情報流通行政局 地域通信振興課長
吉田 正彦 氏

兵庫県神戸市 市長
久元 喜造 氏

茨城県つくば市 市長
五十嵐 立青 氏

・来場
企画課、情報システム課を中心に、150名以上が来
場するとともに、20名近い首長が自ら来場

「シティプロモーション シンポジウム」 2019.2.12

「シティプロモーション」には、地域の理想の姿を描き、保持し
ている地域資源を最大限活用して、理想へと近づけていく
戦略的な取り組みが必要であり、それに民間企業と共創す
るための研究会を発足。その成果発表のシンポジウムを開
催

・登壇者（一部）

長崎県大村市 市長 青森県むつ市 市長
園田 裕史 氏 宮下 宗一郎 氏

・来場
企画課、シティプロモーション関連部署を中心に
100名以上が来場

・個別相談会
シンポジウム終了後、20名の自治体職員が今後のシティプ
ロモーションについて個別相談を希望。



過去来場者（一部抜粋）

140以上の自治体が来場
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具体的な来場自治体名をお知りになりたい場合は、

こちらの問合せフォームよりお問い合わせください

https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/
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協賛メニュー
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タイムスケジュール

▶2月7日
時間 セミナールームA1(60名) セミナールームA2(40名) セミナールームB1(30名)

10:30-10:40 開催挨拶

10:40-11:30 キーノート

11:45-12:30 プラチナ①

13:30-14:15 プラチナ② シルバー①

14:30-15:15 ゴールドA① ゴールドB① シルバー②

15:30-16:15 主催者講演 主催者講演 主催者講演

16:30-17:15 ゴールドA②
￣

シルバー③

17:30-19:00
￣

懇親会
￣

※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、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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協賛プラン
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プラチナ ゴールドA ゴールドB シルバー

ご協賛価格 価格についてこちらの問合せフォームよりお問い合わせください

ご講演（45分）
想定来場者数

100名 60名 40名 30名

全体配布資料 〇 ◯ ◯ 〇

懇親会へのご参加 3名まで 2名まで 2名まで 2名まで

月刊『事業構想』
(2020年5月号)
登壇レポート掲載

2ページ 2ページ 1ページ 1ページ

オプション
編集タイアップ2ページ＋オンライン掲載： 220万円 → 150万円
編集タイアップ2ページ＋オンライン掲載： 110万円 → 90万円

〇月刊事業構想：5月号特集内広告掲載
編集タイアップ1ページ（4月1日発売）

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
※記載の価格は税抜価格です。
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https://www.sendenkaigi.biz/inquiry/


今後のスケジュール

■ レポート校了日
2020年3月17日

■ フォーラム開催
2020月2月7日

■ 申込み締切日
2019年12月27日

■ レポート掲載号発売日
2020年4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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■ WEBサイトオープン
2019年12 月下旬

講演情報を公開し、講演の参加申し
込みを開始します。



株式会社宣伝会議 営業支援室
☎ 03-3475-7666

✉ info-koukoku@sendenkaigi.co.jp

お問合せ先
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