
めざす姿

　●効率的・効果的な情報収集・発信が行われ、市民との情報共有が図られています。

　●シティプロモートにより、道内・道外における江別市の認知度が向上します。

戦略を構成するプロジェクト事業費の推移　　　　　　　　　　　　

＜２９年度の方針＞

名　　　　　称

50.041.4

　戦略プロジェクト４Ａ「ニーズに合わせた効果的な情報発信」は、引き続き関係団体と連携し江別市の
認知度とイメージを高めるための事業を総合的・戦略的に実施するため、以下のとおり事業を進めてい
く。
◆推進プログラム①「市民や企業などが主体となるまちづくり情報発信の促進」では、引き続き市民参加
や市民協働によるまちづくりの普及に努めるほか、ＳＮＳを活用した情報発信を行う。
◆推進プログラム②「江別市に来てもらうための観光・産業情報の発信」では、首都圏の食関連事業者等
を対象に江別の食材やフード特区の取組をＰＲするイベントや首都圏の企業訪問等を実施することによ
り、市外企業とのネットワークの拡大・深化を図る。また、江別産農畜産物ブランディング事業で、ブラ
ンド化小麦製品の維持拡大を、地域発見魅力発信事業で、ノハナショウブ群生地の保存活用、英語版観光
パンフレットの作成やＰＲ等を行うことにより、江別の認知度向上を図る。
◆推進プログラム③「江別市に住んでもらうための生活情報の発信」では、ウェルカム江別事業で移住促
進パンフレット「えべつのじかん」等の冊子の充実のほか、大学と連携した１５秒ＣＭや小学生を対象と
したＩＣＴ教育の充実を子育て世代にアピールし、江別への定住に向けたＰＲを行う。
◆推進プログラム④「江別市のイメージづくり」では、えべつシティプロモーション事業で「食」を核と
したプロモーション活動や、札幌圏の子育てママをターゲットにしたフリーペーパーの活用・ＰＲセミ
ナーなど、市外のターゲットへの直接的な働き掛けを強化することにより、江別市の良好な都市イメージ
の普及に努めるほか、引き続き「江別シティプロモート推進協議会」による官民一体の実践活動やＳＮＳ
の活用などを通じて重層的なＰＲ活動を進めていく。また、ふるさと納税普及促進事業では、特産品を定
期的に贈呈する区分（５万円以上）を新設し、継続的なシティプロモートの機会の創出に努める。

28.5

Ｈ28年度 Ｈ29年度 Ｈ30年度Ｈ26年度

◆成果指標４Ａ－２　江別市の情報発信力が高いと思う市民割合（単位：％）

Ｈ26年度

19

初期値

2120

31.6

千円

【プロジェクトの目標】
　情報収集と発信の仕組みを再構築して江別市の情報戦略を確立し、対象と目的を明確化することで、ニー
ズにあわせた効果的な情報発信に取り組んでいきます。特に、まちの魅力を高めるために重点的に推進する
取組を積極的にＰＲし、市民や企業などの主体と行政が、一体的に情報発信に取り組むことで、「戦略１」
から「戦略３」までの効果的なプロモーションの推進を図るとともに、江別市の認知度向上をめざします。

◆成果指標４Ａ－１　江別市の認知度の道内順位（単位：位）

計

初期値

目　標

17,896

年度

主管部局 総務部 関係部局  企画政策部、生活環境部、経済部

４Ａ ニーズにあわせた効果的な情報発信 千円

【平成２９年度　えべつ未来戦略推進計画書】

 戦略４　えべつの魅力発信シティプロモート

計画期間 平成 26 年度～ 平成 30

※（　　）は他戦略との重複分
※H28年度はH27年度補正前倒し含む
※H27・28年度は完了した事業の金額も含む

17,896

(24,341)
千円

Ｈ30年度Ｈ29年度

千円

Ｈ27年度

18

Ｈ27年度

予算額

H27年度

千円
36,613

備　考
H28年度 H29年度

千円
41,333

36,613

(33,988)

実績

41,333

(33,239)

(33,239)

Ｈ28年度

(24,341) (33,988)

 戦略プロジェクト４Ａ　ニーズにあわせた効果的な情報発信

目　標
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◇推進プログラム４Ａ－①　市民や企業などが主体となるまちづくり情報発信の促進

＜課題＞ ＜取組の概要＞

◇推進プログラム４Ａ－②　江別市に来てもらうための観光・産業情報の発信

＜課題＞ ＜取組の概要＞

市民協働推進事業
【重複】１Ａ－②

事業費

○市外の食関連企業に対し、江別におけるフード
　特区の取組を知ってもらう
○市外食関連企業と江別市の取組状況を適時に共
　有するネットワークの構築
○市内企業の受注基盤の調査・発信など、市内外
　企業双方のニーズの把握
○江別市の知名度や認知度の向上
○江別市への関心や興味の向上
○江別市の取組やポテンシャル等の市内外への
　浸透
○江別の特産品や観光情報等の発信

えべつシティプロモーショ
ン事業
【重複】４Ａ－④

H28事業費は
H27補正前倒し

1 社

H28事業費の一部
はH27補正前倒し

(6,500) 千円

品目 千円(2,640)

(9,699) 千円

(5,351) 千円 (6,524) 千円

千円

人

協働を知ってもらう啓発事
業【重複】１Ａ－①

啓発を受けた小学生 人

3,750 人

(8,650)

1 2

事業費 － 千円

総合特区推進事業
【重複】２Ａ－④

食関連企業の新増設数

江別アンテナショップＧＥ
Ｔ’Ｓ管理運営事業
【重複】２Ｄ－①

アンテナショップ来店者数
（市外）

－ 3,750

事業費

えべつシティプロモーショ
ン事業
【重複】４Ａ－④

18 位位 19

－ 千円千円 － 千円 －

180,000 人

位

市内観光施設が
整備され、対象
が拡大したため
指標を追加

(Ｈ27：6施設Ｈ28：7施設) 事業費 (3,118) 千円

地域発見魅力発信事業
【重複】２Ｄ－①

主要観光施設観光入込客数
(未来戦略策定時５施設)

181,600 人 180,000 人

江別市の認知度の道内順位 21

千円 (1,617)

千円

千円

人 人920

人

社

江別産農畜産物ブランディ
ング事業
【重複】２Ｂ－②

特産品の認知個数

事業費 (3,090) 千円 （0)

2 2

位

・ＰＲ活動等を通じた市外食関連企業とのネットワ
  ークの構築
・市外食関連企業とのネットワークの維持・発展・
  深化
・企業間情報の共有、産学官ネットワークの活性化
・シティプロモート戦略に基づく取組の推進
　（江別産農畜産物ブランディング事業、地域発見
  魅力発信事業、江別アンテナショップＧＥＴ'Ｓ
　管理運営事業等を通じた産業・観光情報のプロモ
　ーション）
・効果的な媒体や手法による江別や江別ブランドの
　ＰＲ（企業誘致、観光誘客等、目的やターゲット
　に応じた効果的なプロモーションの推進）
・シティプロモーション推進体制の構築と戦略の策
　定（市内企業、大学、団体等との連携により今後
　の戦略を決定）

事務事業 指　　標 Ｈ27年度 Ｈ28年度(予算) Ｈ29年度(予算) 備　考

事業費

18 位

市民協働推進事業で実施した協
働事業への参加者数

－ 千円 － 千円 －

江別市の認知度の道内順位 21 位 19

(3,254)

H29から指標を一
部変更

事業費 (3,147) 千円

900812 人 900

1,056

(449) 千円

Ｈ28年度(予算)

千円 (3,203) 千円

千円(1,020) 千円

人 人

(714)

啓発を受けた中学生 － 1,057 人

1,943 1,006

○江別市の知名度や認知度の向上
○行政だけで情報発信するのではなく、市民や企
　業も江別の魅力を知り、官民一体による情報発
　信の取組

・市民への情報提供と情報共有
・市民参加・市民協働意識の啓発
・シティプロモート戦略に基づく取組の推進
　（協働を知ってもらう啓発事業、市民協働推進事
    業等を通じ、協働の取組をプロモーション）
・市内各団体等との連携による情報発信

事務事業 指　　標 Ｈ27年度 備　考

事業費 (14,537) 千円 (12,531) 千円(5,524) 千円

Ｈ29年度(予算)

2品目 品目

人主要観光施設観光入込客数 239,800 人 430,000 人 430,000

団体
市民協働推進事業で実施した協
働事業への参加団体数 72 団体 30 団体 50
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◇推進プログラム４Ａ－③　江別市に住んでもらうための生活情報の発信

＜課題＞ ＜取組の概要＞

◇推進プログラム４Ａ－④　江別市のイメージづくり

＜課題＞ ＜取組の概要＞

27,829 千円

3,870 人

10,863 千円

千円 －

3,833 千円

36,000

千円

ふるさと納税普及促進事業
ふるさと納税者数 2,145 人 4,000 人

事業費 30,155

ホームページのアクセス件数
（年間ページビュー） 19,750 件 24,500 件 25,400 件

千円

ウェルカム江別事業
【重複】４Ａ－③

パンフレット等配布部数（年
間） 33,000 部 33,000 部

事業費 － 千円 －

18 位

4,923

部

千円

えべつシティプロモーショ
ン事業

江別市の認知度の道内順位 21 位 19 位

事業費 4,232 千円

○地域愛着心の向上
○江別市への知名度や認知度の向上
○江別市に関心や興味を持ってもらう
○江別市の取組やポテンシャル等の市内外への
　浸透

・シティプロモーション推進体制の構築と戦略の
  策定（市内企業、大学、団体等との連携により今
  後の戦略を決定）
・シティプロモート戦略に基づく取組の推進
・市内各団体等との連携による情報発信
　（各構成メンバー自らが具体的な情報発信）

事務事業 指　　標 Ｈ27年度 Ｈ28年度(予算) Ｈ29年度(予算) 備　考

事業費 － 千円 － 千円

えべつシティプロモーショ
ン事業
【重複】４Ａ－④

江別市の認知度の道内順位 21 位 19 位

件 25,400 件

部

－ 千円

18

千円

24,500

36,000

千円 8,581

位

部

事業費 2,801 千円

ホームページのアクセス件数
（年間ページビュー） 19,750 件ウェルカム江別事業

パンフレット等配布部数（年
間） 33,000 部 33,000

事務事業 指　　標 Ｈ27年度 Ｈ28年度(予算)

2,625

Ｈ29年度(予算) 備　考

○江別市の知名度や認知度の向上
○江別市への関心や興味の向上
○江別市の取組やポテンシャル等の市内外への
　浸透

・シティプロモーション推進体制の構築と戦略の策
  定（市内企業、大学、団体等との連携により今後
  の戦略を決定）
・シティプロモート戦略に基づく取組の推進（江別
  市の住環境（教育環境や子育て環境等を含む）や
  取組、優位性等を対象ごとに的を絞りプロモー
  ションを推進）
・子育て世代に向けた江別の住環境や生活情報の
  ＰＲ（ウェルカム江別事業等を通じた情報発信）
・江別の取組や制度等の内外への発信
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