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「出会いとつながりをデザイン」

目的 地域の未来を描き活動する全ての人を支援するため、社会・地域課題を
デザインやアイデアで解決する方法を学ぶ。

講

座

概

要

第1回：「これからの地方を元気にするカタチ」

【日時】7月14日(金)　午後7時～9時

【会場】菊川市市民協働センター

【講師】飯倉清太氏　NPO法人NPOサプライズ　代表理事　内閣官房地域活性伝道師

　　　　　　　　　　　ドットツリー プロジェクトデザイン担当　静岡県地域づくりアドバイザー

【内容】地方創生モデルとしても注目される伊豆修善寺のドットツリープロジェクト。

            そのプロジェクトデザインの視点から、新たな地域の魅力の発掘、販路開拓や

　　　　ビジネスモデルの構築など、地方の地域活性化やNPOの活動のヒントを学ぶ。

第2回：「NPO向け広報・デザイン講座」

　　　　～実践から学ぶ「伝わる」チラシデザインのコツ～

【日時】9月16日(土)午後1時～5時

【会場】菊川市市民協働センター

【講師】谷　浩明　氏　クリエイティブディレクター 、杉並区広報専門監

【内容】NPOの活動に共感してもらうためには、チラシによる情報発信・広報は必要

　　　　不可欠である。そのための広報デザインの基礎知識などの座学に加え、参加

　　　　者がグループワークでチラシを作成・プレゼンテーションを実践。

　　　　そして講師の添削を加えチラシ制作の重要性を学ぶ。

第3回：シティプロモーションでまちを変える

【日時】11月9日(木)午後7時～9時

【会場】菊川市市民協働センター

【講師】河井　孝仁氏　　東海大学広報メディア学科教授・博士

【内容】地方創生の流れのなか、地域（まち）は様々な思いを持った人と人とのつな

　　　　がりから生まれる。その自らの思いを持つ人を増やし、地域の魅力を高める

　　　　ためのシティプロモーションについて学ぶ。

企　画　案

講座テーマ
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日　時

会　場

講　師

実施状況

講座内容

アンケート

抜粋

・ドットツリー修善寺は、地元の建設資材会社がオーナーとなり、NPOサプライズ飯倉清太

氏がプロジェクトデザインを担当し、2016年3月オープンした。

・ドットツリーは移住促進拠点として、市（地域）のプロモーションとしての効果は大き

い。

・熱海でプロモーションが上手くいったコツは、ランチミーティングなどで多様な人の意見

を聞く機会があったり、JTBと3年間の委託契約をしたことなどにある。

・蝶を探すなら花を植えよ。

・儲からないことは儲からない事業と早めに決断する。

・売りよし、買い手よし、売り手よしの三方よしに、これからは未来良しの四方よしに。

・活動にどう関わったら良いかを明確にすると参加しやすい。例えば、Tシャツを揃える、活

動への具体的な関わり方を考えるなど。

・プロモーションを菊川で1ｍｍでも進めるつもりで、とにかくやってみよう！

＜実施概要　第1回目＞

第１回「これからの地方を元気にするカタチ」

平成29年7月14日(金)　午後7時～9時

菊川市市民協働センター

飯倉清太　氏

NPO法人NPOサプライズ　代表理事、内閣官房地域活性伝道師

ドットツリー　プロジェクトデザイン担当、静岡県地域づくりアドバイザー

参加者：一般参加者　22団体＋2個人　　合計　29人

菊川市11人　掛川市9人　御前崎市3人　浜松市2人　静岡市3人　焼津市1人

講座の感想　（回答２４人）満足24人・やや満足0人・やや不満0人・不満0人

・これからの地域に求められていることや、手法だけでなく自分自身のものの考え方につい

ても考えさせられた。

・自団体の活動に役立つ話を聞けた。

・今まさに悩んでいる課題、問題について方向性に希望が持てた。

・地域活性化に向けた心構えが理解できた。
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成果

講座後の

展開

初めてのNPOプレゼント講座の開催にあたり、菊川市市協働センターの市民活動支援講座

「きくがわ未来塾」の講師でもある飯倉清太氏に講師を依頼した。中東遠地域を中心に多く

の地域活動に関心のあるNPOや自治体職員、大学生などが参加した。参加者は日頃の活動と

照らし合わせ、飯倉氏の活動や先進地事例から、新たなヒントを得ることができた。その結

果、受講した市民が、多様な市民活動を展開した。

講座写真

講座後、菊川市、掛川市、浜松市などの参加者９人が、菊川市市民協働センターが主催する

「きくがわ未来塾」に参加し、現在は、地域を元気にするまちづくりのプランを企画し実践

している。

また当セミナーをきっかっけに掛川市のまちづくり人材養成講座のプランとして、飯倉清太

氏によるセミナーを提案していく。
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＜アンケート結果＞

回答者数　２４名（講座参加者31名）

11
13

男性 女性

1.性別は？

1 2

7 7

3

2 2

10代 20代 30代 40代 50代 60代 無回答

2.年代は？

1

13

5

3 1 1

浜松市 菊川市 掛川市 御前崎市 静岡市 不明

3.お住まい

5

8
9

1 2 3 1

NPO法人 市民活動団体 行政 学校 企業 その他 無回答

4.所属（複数回答可）
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6．本講座を受講したきっかけや理由を教えてください。

・菊川に住んでるのに地元のことを何も知らないということに気づき、情報収集し、参加した。(10代女

性）

・自分にとって何かきっかけになればと思い受講した。(20代男性）

・地域を活性化させるためにどのような手法でどう関わればよいのか学ばせていただいた。(20代女性）

・飯倉さんの話をじっくり聴きたかったため。(30代男性）

・講師の話に興味があったから。（30代男性）

・任意団体として個人的にも飯倉さんのお話に興味があったため。（30代男性）

・飯倉さんの話を聞きたかった。(30代男性）

・地域活性化に取り組むNPOに参加しているため、ヒントが欲しかった。(30代男性）

・飯倉さんのお話を聞きたかったので。（30代女性）

・もっと何かを動かしていきたいと思ったから。（30代女性）

・「おもしろい方だよ！」と紹介いただいて。（30代女性）

・まちづくりへ反映できるものを探して。（40代男性）

・地域の為になることを何かしたいと考えているが、何から着手したらよいかわからなかったため。(40代男性）

・今後の個人や団体の活動に生かしたかったから。(40代男性）

・講師の方に興味があったので。(40代男性）

・飯倉さんの話を聞きたかったので。(40代女性）

・飯倉さんの講座を5年ほど前に浜松で聞き、実際に行動している人のパワー、面白さ、エビデンスにとて

もファンになったから。(40代女性）

・同じ市民団体の知人に誘われたため。(50代男性）

・飯倉さんの取り組み。（ドットツリーも含め）をじっくり聴きたかったから。(50代女性）

・ボランティアの先が…きっかけがほしい。(50代女性）

・面白そうだったから。（60代男性）

・飯倉さんのお話が役に立っているから。(60代男性）

・地域づくりについて何か参考になると思ったため。(年代不明女性）

9

13

1

6

8

1 0

5．本講座をどこで知りましたか？（複数回答可）
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その理由は？

・地域の講座は始めて受けましたが、とても分かりやすかった。(10代女性）

・自分の知らない世界、たくさんの経験を知ることができたから。（20代男性）

・これからの地域に求められていることや手法だけでなく、自分自身の考え方についても考えさせられた。

(20代女性）

・自団体の活動に役立つお話しを聞けたから。(30代男性）

・活動への様々なヒントをもらったから。(30代男性）

・今まさに悩んでいる課題、問題について方向性に希望が持てた。(30代男性）

・地域活性化にむけた心構えが少しでも理解できた気がした。(30代男性）

・ビジネス＝もうけではない。相手や地域の事を考えてのビジネスが成立することに驚いた。(30代女性）

・地域デザインする。(30代女性）

・実際に企画プランニングから運営までのお話を楽しくしていて「会話の中にヒントがある」「1mmでも

前に進めたい」力強い言葉を聞けた。(30代女性）

・単独 - ネットワーク化 － 気づき - シナジー。(40代男性）

・知らない知識を得られた。勢いのある人に触れられた。(40代男性）

・いろいろな知識や情報を包み隠さず教えてくれた。(40代女性）

・人とのつながりの大切さなど、知らない知恵やヒントをいっぱいいただけた。(40代女性）

・未知の情報だった。自分が考えている企画とのすり合わせができた。(50代男性）

・飯倉さんの話すワードひとつひとつが心に響いたから。(50代女性）

・今の悩みが少し明るくなった。(50代女性）

・他人事ではなく自分事であると考え行動する人が大切。（60代男性）

・面白い発想や大切なことなどわかりやすいから。(年代不明女性）

24

0 0 0

満足 やや満足 やや不満 不満

7．本日の講座の感想は？
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8.今後、どのような講座に参加してみたいと思いますか？

・ファシリテーター養成講座。(30代男性）

・ワークショップで人と人がよりつながれる場が欲しい。(30代男性）

・ランチミーティング的な、食べながら、話しながらの会。(30代男性）

・きくがわ未来塾参加します。（40代男性）

・地域活性化につながるもの。(40代男性）

・写真の撮り方。(40代女性）

・コミュニティデザインの山崎亮さんのお話。（50代男性）

・市民活動を進めていくうえで団体や自治体のニーズに合ったテーマ。(50代女性）

・飯倉さんのお話は参考になるので時間が取れるようにしてほしい。(60代男性）

9.その他、講師へのメッセージなどご自由にご記入ください。

・新しいことにたくさん気づけた。私も行動してみようと思った。もっと色々な事をお聞きしたい。(10代

女性）

・飯倉さんの講座を聴くことができ本当に良かった。飯倉さんの元で一緒に働きたいと思った。(20代男

性）

・飯倉さんのお話を聞くたびに新たな発見、気づきをもらえている。(30代男性）

・ありがとうございました。(30代男性）

・茶夢来が変化したのでどうなっていくか楽しみにしてほしい。（30代男性）

・貴重な講話をいただきありがとうございました。（30代男性）

・参考になる話や自分の考え方を見直すポイントなど、とても面白かった。(30代女性）

・あっという間の2時間だった。(30代女性）

・消化中。ありがとうござました。(40代男性）

・今後ともぜひご助言をお願いいたします。（40代男性）

・引き続き菊川市にお力添えお願いします。（40代男性）

・聞けて良かった。(40代女性）

・飯倉さんのお話し、お人柄に改めて感銘した。（50代女性）

・飯倉さんがもっと菊川へ来る機会をつくってほしい。(60代男性）
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日時

会場

講師

実施状況

目的

講座内容

講座の目指

すゴール

平成29年9月16日(土)　午後1時～5時

第2回：NPO向け広報・デザイン講座　～実践から学ぶ「伝わる」チラシデザインのコツ～

＜実施概要　第2回目＞

菊川市市民協働センター

参加者：参加団体数19団体　参加者数28人

　　　　菊川市12人　掛川市7人　浜松市1人　島田市1人　藤枝市1人　静岡市1人

本講座をきっかけに、所属団体の広報活動のチラシのあり方を見直し、

「伝わるチラシ制作」の知識・技術を身につける。

①講義：「伝わるチラシ」を制作するための基礎知識について

・広報の役割は、人が行動する新しいことを始めるキッカケ！

・広報は情報の伝達だけでなく、意思の疎通、心が通い合うコミュニケーションが重要。

・広報活動は送り手からのメッセージではなく、一貫して受け手が中心。

・チラシをデザインする前に「誰に向けて？｣｢作る目的は？｣「目指すゴールは？」を考える。

・チラシに載せる情報を整理する。→アイデア・コンセプトを考える。

　→レイアウトを考える

②実践：チラシ制作の実践

・5人程度で6つのグループを作り、菊川市の団体が11月に開催予定の「アウトドア・キャンプ

イベント」の企画書を参考にチラシを制作する。

・チラシ制作前に、対象、目的、ゴールを話しあい、企画書の情報を整理し、アイデア・

コンセプト・レイアウトを考える。

③プレゼン・講評

・グループごとに、チラシのコンセプト、チラシのポイント、ターゲットへの伝達方法などを

プレゼンする。

・講師より、参加者が明日からすぐにでも役立ちそうな具体的アドバイスをいただく。

④まとめ

・講師より、今後他の団体のチラシなどを常に気にしてみる。

  　これからは、「伝える」から「伝わる」へ。そして、大切なのは実践を継続すること。

谷　浩明　氏

クリエイティブディレクター 、杉並区広報専門監

①今後参加者が、実際の活動において、「伝わるチラシ」が作れるようになっている。

②参加者が自分の所属団体に戻って、チラシ制作の知識・技術を周囲と共有し実践できる。
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アンケート

抜粋

成果

講座後の

展開

・情報発信（チラシの作成）で悩んでいるNPOのニーズにマッチした講座だったのか、

　すぐに募集定員に達した。

・事前に参加者宛アンケートを実施したことで、課題を意識した参加意欲の向上が図

　れた。

・セミナーはデザインの基礎知識に加え、グループワークを行ったことで互いの考えを

　知ることになり、広報・デザインに対する考え方が一歩踏み込んで考えてみることが

　できた。

・講師から適切なアドバイスを受けるなど今後のNPOのチラシのレベルアップにつなが

　った。

・菊川市市民協働センターに職業体験にきた中学生向けに、この講座のポイントを活かし広

報物の制作のノウハウを伝え、作成してもらった。その広報物を市役所職員の前で発表した

り、菊川市広報菊川で中学生が伝える特集記事として紹介されたりした。この件は、講師の

FBでも紹介された。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・P30参照。

講座参加者宛の事前アンケート

①今回の「広報・デザイン講座」で知りたいこと。

・イベントを実施する際、どのようなチラシやポスターのデザインであれば人を

　呼ぶことができるのか。

・わかりやすく伝え、目に留まるようなデザインができるのか。

②広報について困っていること。

・デザインや見やすさのポイント、色の使い方などについていつも悩んでいる。

・新しい人へ拡散できない。

・プロに頼らなくても自力で美しいチラシを作りたい。

講座の感想　（回答23人）満足23人・やや満足0人・やや不満0人・不満0人

・ターゲットを考える、配布方法を考えるなど、紙面だけではない所にチラシの

　ヒントがあるとわかった。

・チームワークとしての実践によりコンセプトを伝える重要性をより深めることに

　つながった。
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＜事前アンケート＞　目的 ： 参加者のニーズにあわせてより良い講座にするために実施。

講座写真

①今回の「広報・デザイン講座」で知りたいこと

チラシを作る際のコツやポイント

・「伝わる」デザインのコツを知りたい

・農産物の販売促進にかかわっているため、地域の農産物や加工品をＰＲするイベントを実施する際、どの

ようなチラシやポスターのデザインであれば人を呼ぶことができるのか

・地域外や県外にＰＲしていきたいとき、どのようなチラシや広報が効果的であるのか

・30代女性向け興味を引いてセンスのいいデザイン。ダサく見えるデザイン、おしゃれに見えるデザイン

のポイント

・SNSを使った広報活動で、どういったものが目を引くのか

・ゼロからチラシ作りを始め用とした時、全くイメージが浮かばない。仮に浮かんだとして、具体的なデザ

インにしようとするとイマイチ思っていたのと違う

・イラストや加工のスキルがなくて困っている

・プロの人でもネットでイラスト素材集を買っているのか

・写真をたくさん貼り付けただけのように簡単にかつ見た目良くチラシはデザインできるか

・ワードなど簡単なソフトでデザイナーに渡すまでできるテクニック

・よく伝えられるデザイン(レイアウト・色合い・フォント等)、キャッチコピー

・ぱっと目につく分かりやすいチラシの作り方

・効果的な広報の仕方。使えるアプリ・ツール

・レイアウト・配色。タイトル・見出し記事のバランス。使用ソフト

・ワード、パワポをつかったチラシの作り方や、素人でもそれっぽくみせる方法

・おすすめのテンプレートなど

・どうしたら、わかりやすく伝え、目に留まるようなデザインができるか

・どんな広報ツールが有効か。面白くて効果のあった事例を教えてください

・チラシづくりのノウハウ
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①今回の「広報・デザイン講座」で知りたいこと

チラシを作る際のコツやポイント

・「伝わる」デザインのコツを知りたい

・農産物の販売促進にかかわっているため、地域の農産物や加工品をＰＲするイベントを実施する際、どの

ようなチラシやポスターのデザインであれば人を呼ぶことができるのか

・地域外や県外にＰＲしていきたいとき、どのようなチラシや広報が効果的であるのか

・30代女性向け興味を引いてセンスのいいデザイン。ダサく見えるデザイン、おしゃれに見えるデザイン

のポイント

・SNSを使った広報活動で、どういったものが目を引くのか

・ゼロからチラシ作りを始め用とした時、全くイメージが浮かばない。仮に浮かんだとして、具体的なデザ

インにしようとするとイマイチ思っていたのと違う

・イラストや加工のスキルがなくて困っている

・プロの人でもネットでイラスト素材集を買っているのか

・写真をたくさん貼り付けただけのように簡単にかつ見た目良くチラシはデザインできるか

・ワードなど簡単なソフトでデザイナーに渡すまでできるテクニック

・よく伝えられるデザイン(レイアウト・色合い・フォント等)、キャッチコピー

・ぱっと目につく分かりやすいチラシの作り方

・効果的な広報の仕方。使えるアプリ・ツール

・レイアウト・配色。タイトル・見出し記事のバランス。使用ソフト

・ワード、パワポをつかったチラシの作り方や、素人でもそれっぽくみせる方法

・おすすめのテンプレートなど

・どうしたら、わかりやすく伝え、目に留まるようなデザインができるか

・どんな広報ツールが有効か。面白くて効果のあった事例を教えてください

・チラシづくりのノウハウ

②広報について、困っていること

・大きな事業に関してはプロのデザイナーにチラシ作成をお願いしているが、経費がとても掛かる。あまり

予算をかけられない細かな事業は手作りでチラシを作っている。その際、デザインや見やすさのポイント、

色の使い方などについていつも悩んでいる

・ダンスコンテスト開催にあたりチラシを作っているが、より多くの人の興味を引く方法について。文字の

大きさや強調する部分、色使いなど

・チラシの配布先はどんなところがいいの？

・チラシを配布する際に、施設やお店に置いてもらうためにはどうしたらいいの？

・SNSを頻繁に更新してもいいねボタンが増えない

・ケースバイケースでどんな時、どんな広報が良いのか？配布のタイミングなど。チラシが　いいのか？

ネットがいいのか？など

・静岡県仏教婦人会で年一度、「仏婦だより」という広報を発行している。原稿は回り番でお願いしている

が、読んでいただいた会員さんに色々な投稿をしていただきたいそのためのきっかけを作るのにはどうした

らよいか。

・プレスリリースをしてもなかなか地元新聞社以外は反響が少ないこと

・効果的なチラシ等の配布先について、もしくはどのような媒体(チラシ、SNS)が効果的か？

・Facebookしか広報の媒体がない。チラシを作ってどう配ったら効果的かな？

・広報活動の評価と対策

・印刷代が高い

・どうしてもデザイン料が掛かってしまう

・1対1でないと伝わりにくい。新しい人へ拡散ができない

・個人情報が厳しくなって写真の扱いに困っています。先生は扱いをどのようなルールにしていますか

・以前作ってもらったチラシの写真を変えるだけなど、技術もない素人ではどうしてもワンパターンになっ

てしまう。プロに頼らなくても自力で美しいチラシを作りたいが…
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＜アンケート結果＞

回答者数　２３名（講座参加者27名）

9

14

男性 女性

1.性別は？

0

4

8

6
5

0 0

10代 20代 30代 40代 50代 60代 無回答

2.年代は？

1

12

7

1 1 1

浜松市 菊川市 掛川市 島田市 藤枝市 静岡市

3.お住まい

7

4
5

1 2
5

1

NPO法人 市民活動団体 行政 学校 企業 その他 無回答

4.所属
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6．本講座を受講したきっかけや理由を教えてください。

・デザインや広報の仕方を知りたかった。(20代女性）

・広報が上手くいかない経験があった。（20代女性）

・広報・デザイン・レイアウトの勉強をしたかった。(20代女性）

・広報で悩んでいた。金額がやさしかった。NPOプレゼント講座だった。（30代男性）

・講座やセミナーなどのチラシをつくる機会が多く、参考にしたいと思った。(30代男性）

・面白そうだった。(30代男性）

・広報の業務を担当しているから（HPの管理、チラシ作成等）。(30代男性）

・チラシづくりの最中なので、テクニックを知りたかった。(30代男性）

・普段、一人でチラシを作ることが多く、しっかり学びたかったから。(30代女性）

・色々なデザインに携わる方のクリエイティブさに触れてみたいという憧れを持っていて、やってみたいと

思ったので。（30代女性）

・NPOプレゼント講座第1回に参加。広報の仕方や伝わるチラシづくりを知りたかった。（30代男性）

・事業に呼び込む魅力ある広報・デザインを学びたかった。(40代男性）

・チラシづくりのいろはを初歩から知りたい。(40代男性）

・チラシを作ってみたかったので。（40代女性）

・チラシを作ることがあるが、なかなかむずかしく感じていたのでヒントをいただければと思って。(40代

女性）

・忙しさにかまけて行き詰まりを感じていたから。（40代女性）

・フェイスブックで見つけて。(40代女性）

・浜松エリアでもこの様な講座をできればと思った。（50代男性）

・広報について、もっと知りたかった。もっとよいものを自分で作りたかったから。（50代女性）

・フェイスブックから知り、興味を持ったから。（50代女性）

・効果的な伝え方を知りたいから。(50代女性）

6

17

2 3

7

3 2

5．本講座をどこで知りましたか？
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その理由は？

・楽しく筋道を知り、実践もでき、次回につなげられそうな講座だった。(20代女性）

・コンセプトに沿って作らなければ？なチラシになることが実感できた。1つのイベントでも色々な切り口があ

ることがわかった。(20代女性）

・大変参考になった。他の人の意見を聞くことができてよかった。(20代女性）

・チラシを作っても、なんとなくどうしたらいいのかわからない理由がわかった。（20代女性）

・実際に1枚のチラシを完成させるまでの流れを体験し、身をもって学ぶことができたから。（30代男性）

・非常に役立つ内容で、とても身になった。(30代男性）

・広報の要点や知りたいことについて改めて認識することができた。(30代男性）

・完成できたから。うまくはできなかったが、改善すべき点等を教えてくれたので今後に活かしたい。（30代男

性）

・手順がわかりやすかった。(30代男性）

・実際に作っていくのが大きく、「やってみないとわからない」というのが本当に実感できた。発表後、もっと

こうするといいよね！というのがよくわかった。（30代女性）

・実践の時間がとても充実していて、良い経験ができ楽しかった。完成してからのレクチャーもためになった。

（30代女性）

・実際に作るワークショップができて良かった。(40代男性）

・作り方がわかった。（40代女性）

・チラシを作っていく中で、自分に欠けていた所、おさえたほうがいいポイントなどがわかったから。(40代女

性）

・ターゲットを考える、配布方法を考える、紙面だけではない所にチラシのヒントがあるとわかったから。(40

代女性）

・わかりやすかった。面白かった。(40代女性）

・基本のキを教えていただき、一から学び直せた。（50代女性）

・とてもためになった。(50代女性）

・先生の指導方法がとてもよかった。充実した内容だった。（50代女性）

・広報（チラシ）を制作していくうえでデザイン先行で考えがちだったことから、コンセプトを伝える重要性な

どに気づくことができた。チームワークとしての実践により深めることにつながった。（50代女性）

23

0 0 0

満足 やや満足 やや不満 不満

7．本日の講座の感想は？

15



9.その他、講師へのメッセージなどご自由にご記入ください。

・参加できてよかった。(20代女性）

・とても面白かった！（20代女性）

・わかりやすくロジックが学べ、アウトプットができ、実践例とアドバイスも学べてかなり勉強になった。

（20代女性）

・谷さんの言われていた「実際にやってみないとわからない」という意味がわかった。(30代男性）

・また、ぜひきてほしい。（30代男性）

・ありがとうございました。広報に対する意識を見直すことができた。今後、実践し共有していく事で学ん

でいきたい。（30代男性）

・とても参考になった。ありがとうございました。（30代男性）

・「質問はありますか？」と聞かれ、何か言いたいけれど「質問の質問がわからない」という状況がよく

あったので、実際やってみたことで多くの学びがあった。（30代女性）

・先生のタイムキーパーがドキドキで緊張感あふれる良い時間だった。何となくいいね！に気を付けなが

ら、3つのアレを忘れずに頑張る。(30代女性）

・丁寧でわかりやすい説明をありがとうございました。(40代男性）

・とても勉強になった。ありがとうございました。(40代男性）

・大切なポイントを教えていただいた。仕事で役立てていきたい。（40代女性）

・すごくおもしろく、わかりやすく教えていただきありがとうございました。(40代男性）

・情報のまとめ方、しぼり方などとても勉強になった。ありがとうございました。(40代女性）

・有意義な講座をありがとうございました。(50代男性）

・分かりやすい講座ありがとうございました。(50代女性）

8.今後、どのような講座に参加してみたいと思いますか？

・グループワークのある講座は新しいことをたくさん知れるのでやってみたい。（20代女性）

・広報に関する講座なら何でも。(30代男性）

・商品の展示やパッケージの話etc。(30代男性）

・また、チャンスがあれば実践のある講座に参加したい。（30代女性）

・ファシリテーション。(40代女性）

・ファシリテーターになるために。ワークショップのやり方。(50代女性）

・ワークショップのある講座。さらに1年後バージョンアップした講座を開催してほしい。(50代女性）
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日時

会場

講師

実施状況

目的

講座内容

アンケート

抜粋

＜実施概要　第3回目＞

第3回：シティプロモーションでまちを変える

地方創生の流れの中、地方の魅力を高めるためのシティプロモーションについて学ぶ。

・地方創生が唱えられている中で、シティプロモーションは定住人口の増加ではない。

・シティプロモーションを地域に真剣になる仕組みとして、どのような取り組みを進め

　ていくべきかについて具体的に話された。

・シティプロモーションとは、地域内外に暮らす人々を地域の魅力を積極的に発信する

　ものに変えることで、地域を変える力を持っている。

・メディアの戦略的な活用方法について、具体的に傾聴、関心惹起、行動促進など7つの

　7つのフェーズに分け、自治体の取組み事例を紹介された。

・シティプロモーションに関心のある市民や自治体職員などに向け、「地域（まち）を

　変えることが出来るのは地域（まち）に関わろうとする人々のチカラだ。

菊川市市民協働センター

河井　孝仁　氏　東海大学広報メディア学科教授・博士

参加者：参加団体数（自治体含む）19団体

団体所属25人（うち自治体職員9人）、議員2人、一般6人　合計　33人

菊川市20人　掛川市8人　袋井市1人　　藤枝市1人　浜松市1人　静岡市１人　松崎町1人

講座の感想　（回答26人）満足22人・やや満足3人・やや不満0人・不満0人・無回

答1人

・ヒントどころか教科書にしたいくらいに、何をすべきなのか、誰がどう動けばよい

　のか、かなりすっきりと分かった。定期的に聞きたいと思った。

　また色々な実例を出してくださったので、こういう狙いがあったのか、という発見

　があった。

・シティプロモーションの本質が分かった気がする。自分自身の意識改革にもなった

　と思う。

・非常に分かりやすかった。今後、前向きに取り組んでみようと思った。

・今まで感覚的に思っていたことをフィットして納得だった。これからの活動のヒン

　トにしていきたい。

平成29年11月9日(木)　午後7時～9時
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成果

講座後の

展開

・シティプロモーションとは行政だけが取組む課題ではなく、地域づくりに関心のあ

　る市民やNPOなどにとって新鮮な視点を与えてくれ、今までにない発想につながっ

　ていくことを期待したい。

・地域に真剣に関わろうとする市民が増えた。

・それぞれの参加者が、自分の暮らす市の魅力を考えるきっかけになった。

　それにより、地域への愛着心が、地域の情報発信の大きな力になることがわかり、

　団体の活動への熱意につながった。

今回は講義だけで終わったが、市民協働センターで実施したきくがわ未来塾でまちの

ブランド化を提案したグループから、河井先生による「世界一のまちをつくる魅力創

造ワーク」を体験してみたいという声があがった。そこで、河井先生にお願いし、2月

にきくがわ未来塾修了生約20人を対象に実施した。

来年度、菊川市が取組むブランド化に向けて、市民代表として未来塾メンバーが多く

関わることにつながった。

講座写真
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回答者数　26名（講座参加者31名）

＜アンケート結果＞

17

9

男性 女性

1.性別は？

3

8

6

8

0 1

20代 30代 40代 50代 60代 70代

2.年代は？

1

17

5
1 1 1

浜松市 菊川市 掛川市 袋井市 藤枝市 松崎町

3.お住まい

5

10 9

2 1 2

4.所属

19



6．本講座を受講したきっかけや理由を教えてください。

・仕事の参考にしたい。（20代男性）

・地域づくりの活動を最近やっているので、何かのヒントになれば、という思いで参加。また、シティプロ

モーションという言葉にわくわくした。(20代女性）

・プレゼント講座を連続で受講、河井先生のお話しに興味があった。(30代男性）

・シティプロモーションに関わる知識の向上を図るため。（30代男性）

・協働センターの紹介。今後の活動に活かすことが出来れば良いと思った。（30代男性）

・シティプロモーションに興味があった。(30代男性）

・河井先生のお話しを聴いてみたかった。（30代男性）

・現在、掛川のシティプロモーションのワーキング部会へ入っていて、何となく参加していたので、一度先

生のお話しや考えを伺いたくて参加した。（30代女性）

・尊敬する方々からの紹介のため。（30代女性）

・河井先生の講演を聴いてみたかった。(40代男性）

・シティプロモーションを考えていく仕事がある。（40代男性）

・自分自身がもっとまちの魅力を知るためにどうすれば良いか学びたかった。また知ってもらうための方法

を学びたかった。（40代男性）

・河井先生のお話を聴きたかった。（40代女性）

・河井先生のお話が聴けるので受講した。(40代女性）

・第2回ＮＰＯプレゼント講座に参加した時に知り、興味を持った。（40代女性）

・河井さんの本「シティプロモーションでまちを変える」を読んだばかりだった。(50代男性）

・講師がいい。何度聴いてもいい。（50代男性）

・協働センターでポスターを見て興味があったので。（50代男性）

・時間があったため。(50代男性）

・シティプロモーションについて知りたかった。（50代男性）

・河井先生の本を読み、実際の講演を聴いてみたいと思った。(50代女性）

・シティプロモーションを改めて考えてみたかった。河井先生のお話を聴いてみたかった。(50代女性）

・市民活動をしている上で、“きくがわのファン”をさらに増やすためにどうするか、ヒントをもらいに来

た。(50代女性）

13

10

2

7
6

5
2

5．本講座をどこで知りましたか？
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その理由は？

・自分の知らないことを学べて刺激になった。(20代男性）

・今回の内容は、行政の方達の勉強には良いと思うが、市民としては少し難しかった。(20代男性）

・ヒントどころか教科書にしたいくらいに、何をすべきなのか、誰がどう動けば良いのか、かなりすっきり

と分かった。定期的に聞きたいと思った。また色々な実例を出してくださったので、こういう狙いがあった

のか、という発見があった。(20代女性）

・シティプロモーションの本質がわかった気がする。自分自身の意識改革にもなったと思う。外だけでなく

内側に対してもすすめたいと思った。(20代女性）

・個人的に本などを読み、理解しているつもりだったが、直接先生の話を聞くことにより勘違いしている所

も多々あるなど、勉強になった。（30代男性）

・面白いと感じた。まさにおっしゃる通りだと思った。「自分事にさせる」こと、大切だと思う。(30代男

性）

・非常に分かりやすかった。今後、前向きに取り組んでみようと思った。（30代男性）

・地域参画総量など、まちに対する参画意欲を数値化、見える化することにより、現在の状況や今後の目標

を定めていく。とても理論的で素晴らしい仕組みだと感じた。(30代男性）

・講師の説明が分かりやすかった。結果の評価について、具体的な計算方法を示してくれて良かった。(30

代男性）

・今まで、感覚的に思っていたことをフィットして納得だった。これからの活動のヒントにしていきたい。

(30代女性）

・漠然と「情報発信」が大事、行政の信頼が重要と思っていたが、その手順や関係性、つながりがとてもわ

かりやすく聞かせて頂いた。(30代女性）

・何となくわかっていること感じていることを、理論的に説明してもらうことで理解が出来た。（40代男

性）

・やり方と評価がシステマチックで分かりやすかった。行政では、とりあえずやっている感じだったので大

変参考になった。(40代男性）

22

3 0 0 1

満足 やや満足 やや不満 不満 無回答

7．本日の講座の感想は？
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8.今後、どのような講座に参加してみたいと思いますか？

・広報（チラシ・ＳＮＳ・ポスター等）の仕方の研修。(20代男性）

・ワークショップ的なもの。(30代男性）

・地域づくり活動に、人を巻き込んでいく実例や取り組みなどを知りたい。(40代男性）

・市民が燃えていくような物。また40代、50代が地域に出てくるための方法など。(40代男性）

・yahoo!から北海道美瑛町に出向してまちづくりをしている佐竹正範さん。（40代女性）

・日本愛妻家協会の山名清隆さん（菊川市出身）(40代女性）

・時間があれば色々と参加したい。(50代男性）

・河井先生のワークショップ。(50代男性）

・ファシリテーション、ワークショップ。（50代女性）

・スライド量、情報量が多く、とても勉強になった。（40代女性）

・シティプロモーションについて分かりやすく説明していただいたので良かった。大変勉強になった。自分

たちの取り組みに活かして効果的にシティプロモーションを行っていきたいと思う。（40代女性）

・面白かった。いろいろ応用できそう。(40代女性）

・人の動かし方、熱くさせ方の参考になった。(40代女性）

・2時間も経っているとはとても思えないぐらい時間の経つのが早かった。ずっと引き込まれるお話しだっ

た。何度も聴きたい内容。(50代男性）

・とてもわかりやすかった。(50代男性）

・地域にマジになる人を増やすこと！という河井先生の教えは、シティプロモーションを行政任せにせず、

ＮＰＯなどの市民意識の向上の必要性を感じることが出来た。(50代女性）

・大変理論的に分かりやすく説明していただけて頭の中が整理できた。(50代女性）

・やる気を出す方法、人集めの方法がわかった。（70代男性）

・自分の知らないことを学べて、刺激を受けたため。(20代男性）

・用語が「よこ文字」で理解するのに時間がかかった。もう一度帰って復習する。(50代男性）

・メディアの使い方等面白い手法だと思う。(50代男性）
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9.その他、講師へのメッセージなどご自由にご記入ください。

・刺激を受けた。まだ行政に努めて半年だが、今回の学びをもとに挑戦していきたい。(20代男性）

・地域魅力創造サイクル、発信、声をかけるのは役所で良いと？アイデアに魅力がないのでは。地域外の

ターゲットの確定、参画者、顧客から参画者を探すのでは？(20代男性）

・とても分かりやすく、感激した。「菊川のブランド化」ということで、市民団体・企業・行政が連携して

外に向けてアピールしよう（移住者を増やそう）と活動を始めていたところだったので、最初の所はまさに

「！！」という思いで聞いた。誰とどのように進めていくべきか悩んでいたので、かなり勉強になった。

(20代女性）

・貴重な講義をありがとうございました。シティプロモーションについて「自分事」として考えられるよう

になった。地域に関わりたいと思ってくれる人を増やせるように考えていきたいと思う。(30代男性）

・市としてもシティプロモーションを進めていくにあたり、色々と指導いただければと思う。（30代男

性）

・情報量が多く、一度聴いただけでは頭の整理が追い付かなかったので、先生の著書を読み理解していきた

い。ぜひもう一度講義を受けさせていただきたい。本日はありがとうございました。（30代男性）

・非常に興味深い話をありがとうございました。（30代男性）

・また掛川でお世話になるかと思いますがよろしくお願い致します。(30代女性）

・人への伝え方や仲間の増やし方がわかったような気がする。実際、行動してみればまた、迷うことがある

と思うので、様々な機会で振り返っていきたい。（30代女性）

・大変勉強になった。(40代男性）

・身近で分かりやすいご紹介、ご説明をありがとうございました。できる事から少しづつ取り組んでいきた

い。(40代男性）

・遠州弁でのご講義ありがとうございました。とても親近感をもって拝聴できました。コミュニティ協議会

の方にも聴かせてもらいたい。またお越しください。（40代女性）

・お忙しい中講座を行なっていただきありがとうございました。(40代女性）

・ツイッターで昨日、大分の村八分の記事がバズって、地域の活性化にすごく水を差したと思うので、今後

の地域力の方向性が今回の講義とあわせて見えたような気がした。大学教授のお話しで面白いと思ったのは

初めて。(40代女性）

・伊豆の松崎町にもぜひいらしてください。(50代男性）

・河井先生ありがとうございました。とても分かりやすい講義で学ぶ意欲につながりました。今後もご指導

お願いいたします。（50代女性）

・河井先生の生のお話を聞けて大変勉強になった。シティプロモーションはＰＲだけだと思っている人（行

政）も多いので認識を変えてもらいたいと思う。(50代女性）
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総　括

 講座の共通テーマに、当団体のモットーでもある「出会いとつながりをデザイン！」を掲げ、

市内、県内の広い地域から多様な世代を巻き込み実施した。

　講座の構成にあたっては、参加者が課題解決に向けた地域活動に対して異なる視点から学んで

いただくため、講師の選定も行った。

　第１回は、NPOサプライズ代表理事の飯倉清太氏。修善寺ドットツリーのプロジェクトをデザ

インし、自らが市民活動を行う視点から、全国の先進地事例の紹介。

　第２回は、クリエイティブデザイナーの谷浩明氏。活動に共感を得るための効果的な情報発信

として、チラシ作成のポイントを紹介と、参加者によるワークショップ。

　第３回は、東海大学広報デザインメディア学科教授の河井孝仁氏。地域を真剣に考え、地域に

関わる人を増やし、地域の魅力を高め、伝えるシティプロモーションについての学び。

　全３回全てにおいて、県内各地から定員を超える応募、また、参加者は個人や団体、NPO、行

政職員など幅広く学ぶことに加えて、中東遠地域において新たなつながりが生まれたことも大き

な成果と考える。

　さらに、講座の内容や講師への満足度も非常に高く、積極的に地域活動に目を向ける参加者の

背中を後押しすることにもつながり、既に講座で得た知識を活かし、市民活動にも活かされてい

る。

　今回のNPOプレゼン講座の運営にあたり、当団体も多くのことを学び、つながりを得ることが

できた。この企画で得た知識、人脈を自らの今後の活動に活かすとともに、「協働」のコーディ

ネート役としても、まちの魅力向上や課題解決に取り組む事業や活動を支援していきたい。そし

て、「地域」や「人」の魅力に磨きをかけ、地域への愛着心を養い、また、この地域の魅力を広

く発信していきたい。
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収入合計　683,000円　－　支出合計　644,000円＝　差引残額　39,000円 を繰入

「NPOプレゼント講座2017　中東遠地域」収支報告

NPO法人アートコラールきくがわ

No 科 目 決 算 額 備　　考

1 委 託 金 644,000 (公財）静岡県県労働者福祉基金協会

2 参 加 費 39,000 参加者＠\500×７８人

合 計 683,000

No 科 目 決 算 額 備　　考

1 謝       礼      金 270,000 講師謝礼金(3名）

2 会 議 費 5,445 講座茶菓子代

3 印 刷 費 116,991
チラシ3000枚×3回　チラシデザイン料

ポスター50枚×3回・資料・通知印刷費

4 通 信 運 搬 費 56,508
チラシ・ポスター郵送費
（切手代・宅配料）

5 消 耗 品 費 23,877 事務用品・封筒代等

6 人 件 費 98,500 スタッフ事務作業等

7 企 画 費 61,000 講座企画費

8 雑 費 11,679 講師土産代・書籍代等

合 計 644,000

【 収 入 の 部 】

【 支 出 の 部 】
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「NPOプレゼント講座2017　中東遠地域」内訳明細

NPO法人アートコラールきくがわ

講師謝金 備　考

100,000 交通費込み

70,000 交通費込み

100,000 交通費込み

270,000

内　　　容 人数 時間単価 時間 金　額 備　考

通知作成・発送作業 1人  ＠\1,000 3 3,000

講師打合せ 1人  ＠\1,500 2 3,000

2人  ＠\1,000 3 6,000

1人  ＠\1,500 3 4,500

通知発送作業 1人  ＠\1,000 3 3,000

アンケートまとめ 1人  ＠\1,000 4 4,000

通知発送作業 1人  ＠\1,000 3 3,000

2人  ＠\1,000 5 10,000

1人  ＠\1,500 5 7,500

アンケートまとめ 1人  ＠\1,000 4 4,000

2人  ＠\1,000 3 6,000

1人  ＠\1,500 3 4,500

アンケート作成まとめ 1人  ＠\1,000 4 4,000

3月1日 3月5日 1人  ＠\1,000 12 12,000

3月1日 3月5日 1人  ＠\1,500 12 18,000

3月2日 3月12日 収支決算書作成 1人  ＠\1,500 4 6,000

98,500

■　人件費内訳明細

■　謝金内訳明細

7月14日

9月16日

9月16日

7月24日

9月5日

講座内容

これからの地方を元気にするカタチ

7月21日

9月26日

11月9日

11月9日

11月20日

合　　計

年月日

8月3日

10月17日

11月24日

講座運営事務局

合　　計

年月日

6月16日

7月8日

7月14日
講座運営事務局

講座運営事務局

報告書作成

講師名

飯倉清太氏

谷　浩明氏

河井孝仁氏

NPO向け広報・デザイン講座

シティプロモーションでまちを変える
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第１回講座

別途資料：facebook
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第２回講座

別途資料：facebook
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第２回講座　菊川市役所FBページより

第２回講座　菊川市役所公式HP　“旬感まちのニュース”　平成29年度9月より

別途資料：facebook・HP
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別途資料：広報

第２回講座　広報きくがわより
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別途資料：facebook

第２回講座　講師FBより
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別途資料：facebook

第3回講座
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NPO法人アートコラールきくがわ

http://artchoral.wixsite.com/kikugawa
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