
第２次 橋本市シティセールス基本方針



目 次

第１章 はじめに

１-１．本計画の位置づけ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1

１-２．シティセールスの目的・メインターゲット．．．．．．．．．1

第２章 シティセールスについて

２-１．シティセールスの定義．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

２-２．シティセールスの必要性．．．．．．．．．．．．．．．．．2

第３章 橋本市の現状

３-１．市民からみた橋本市．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

３-２．市外からみた橋本市．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

３-３．特性の整理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

第４章 橋本市シティセールス基本方針

４-１．橋本市シティセールス基本方針とは．．．．．．．．．．．．8

４-２．橋本市のシティセールスについて．．．．．．．．．．．．．8

４-３．橋本市シティセールス基本方針効果測定について．．．．．．8

４-４．地域資源（売り出すもの）．．．．．．．．．．．．．．．．9

４-５．シティセールスの推進方針．．．．．．．．．．．．．．．．10



定住人口の増加目的

・住みたい、住み続けたい人
＋ 交流人口増加（訪れたい、働きたい、イベント等に参加したい）

大阪通勤圏内の住民、若年層メインターゲット

〈サブターゲット層〉
・東京圏からの地元企業で働きたい人
・橋本市に縁やつながりのある人
・便利な田舎暮らしを求める人

〇シティセールスのイメージ図

橋本市のシティセールスは、定住人口の増加を主な目的とし、定住につながる交流人口の増加も視野に入

れた取り組みを行います。

シティセールスの対象は市内（市民）、市外の両方としますが、子育て世帯や将来的に子育て世帯となる

若年層、橋本市への転入の可能性が高いと見込まれる大阪通勤圏の住民をメインターゲットとし、同時に、

東京一極集中の是正及び地方の担い手確保のため東京圏へのシティセールスにも取り組みます。

地域資源目的 目指すべき姿 アクション

定
住
人
口
の
増
加
（
交
流
人
口
の
増
加
）

地域資源の再認識・共有
イベント・活動に参加
情報発信

イベント・活動に参加
地場産品の流通
交流する場・機会の創出

橋本市に
愛着や誇りを持つ人
住み続けたい人

橋本市に
訪れたい人
住みたい人

増やす

市
外

市
民

増やす

市内外へまちの魅力をPR
シティセールス

まちの魅力向上・つながりのある人を増やす
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文化
暮らし
産業
地場産品
しごと
子育て
人

第2次橋本市長期総合計画（2018年度～2027年度）
橋本創生総合戦略（2020年度～2024年度）

→基本目標 「ともに創る：産業の振興と雇用を創出し定住できるまち」
3．充実した情報整備と魅力的なまちづくり

（1）シティセールス

橋本市シティセールス基本方針
2020.4

１-１．本計画の位置づけ

第１章 はじめに

１-２．シティセールスの目的・ターゲット

相乗効果
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２-１．シティセールスの定義

２-２．シティセールスの必要性

第２章 シティセールスについて

シティセールスとは、｢まちを売り込む｣、つまり、まちの魅力や資源を地域内外へ戦略的にアピールし、

イメージを向上させることで、人・モノ・金・情報を呼び込むための取り組みです。まちの魅力は、地域に

より異なり、歴史や、文化、産業など地域の誇るべき特色がまちごとにあり、それらの特色が｢まちを売り

込む｣ための大切な地域資源と捉えることができます。

シティセールスに取り組むことで、自分のまちに愛着や誇りを持つ人を増やすとともに、まちの知名度の

向上や、交流人口・定住人口の増加を図ることができます。また、引き続き関係人口も視野に入れ熱烈な「

ファン」を増やしていきます。

全国的に人口減少・少子高齢化が進んでいますが、橋本市でも平成11年の7万1千9百人をピークに人口減

少が進んでいます。また、出生・死亡の自然動態、転入・転出の社会動態ともにマイナスとなっています。

シティセールスを推進することは、市の認知度や魅力の向上、また、市民の橋本市に対する愛着・誇り（シ

ビックプライド）の醸成を図ることができ、転入の促進、転出の抑制につながります。
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３-１ 市民からみた橋本市

橋本市に「住み続けたい」が47.6％、「どちらかといえば住み続

けたい」が28.1％と、定住意向が約８割を占めています。年代別の

定住意向割合では、20代は64％、30代は78％、40代は62％、50代

は78％、60代以上は82％と30代の定住意向は高く、一旦40代で低

くなっているものの、その後年齢が高くなるにつれて定住意向の割合

が大きくなっています。

｢まちづくりのためのアンケート調査（令和元年度）｣より

＜定住意向＞

第３章 橋本市の現状

シティセールスを行うにあたり、市民や市外の方の定住・来訪意向や、認知度についてのアンケート調

査やワークショップなどを整理し、橋本市のシティセールスの方向性をまとめました。

住み続け

たい, 

47.6%

どちらかといえば

住み続けたい, 

28.1%

わからない, 

14.1%

どちらかといえば

住み続けたくない, 

7.2%

住み続け

たくない, 

1.8%

未回答, 

1.2%

定住意向は高いものの、若年層から定住意識を持ってもらう

①市民の定住意向

〇アンケート結果から見る橋本市

平成29年度に、橋本の魅力や橋本らしさを市内外に伝えるキャッチコピーとロゴマークの作品候補を和歌山

大学と協働作成し、人気投票の結果、総投票数2,515票のうち過半数を超える1,430票を獲得した

「かける橋・本」に決定しました。その投票の中で、橋本市の好きなところを出してもらいました。

【シティセールスロゴマーク投票時の「橋本市の好きなところ」】

〇小学生（高学年）

・みんな優しい ・山、川、空気、きれいな景色 ・おいしい果物 ・交通の便がよい

・畑がいっぱい、田んぼもあって、生き物が多い ・高いところに行ったらきれいに山が見える

・犯罪が少ない ・都会も田舎も近い

〇20代

・自然と町が共存し、都市部へのアクセスも良い住みやすさ

〇30代

・人と人との繋がりがある暮らし

・大阪で働く人にとって、一軒家を持ちやすいホームタウン

〇40代

・豊かな自然と利便性 ・福祉に力を入れている ・大阪の通学通勤圏

〇50代

・環境の良さと 交通の利便性 ・緑の山、水色の川、青い空

〇60代

・緑があり、水がおいしく、朝方になると小鳥のさえずりで目が覚める

・空気がおいしく自然がいっぱい ・大阪に近く、便利

―3―



②橋本市の重要度の高い施策について

PR・売り込む
魅力を伸ばす
内容の充実

重要度の高い施策は、「危機管理・災害対策事業」「雇用、就労、労働環境の整備」「消防・救急」

「交通安全・防犯」「地域公共交通」などです。その中で、「消防・救急」「交通安全・防犯」などの

安全なまちであるというところが評価され、満足度も高くなっています。一方、就労環境や地域公共交

通などが満足度が低くなっています。

｢まちづくりのためのアンケート調査｣（令和元年度）より

満
足
度
が
高
い

重要度が高い重要度が低い

満
足
度
が
低
い

満足度の高いものを売り込み、雇用・就労環境の魅力を大阪・東京圏へ
PRする
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③転入者・転出者からみる橋本市

・転入の理由

①結婚・子育て（Ｉターン 70％：Ｕターン 30％）
②就職（新卒 61％・中途採用 39％）
③田舎ぐらし（20代から70代）
④退職による帰郷（20代から40代）

・転出の理由
①就職（新卒 71％・中途採用 29％）
②転勤や進学（10代から30代）
③結婚、子育て

転入・転出理由はともに、「結婚・子育て」「就職」が共通で、「結婚・子育て」における転入の決め手

は、「家族や親族との同居・近居するため」「通勤・通学に便利」などの理由が挙げられており、子育て世

帯での転入が多いです。反対に転出においては、結婚のための単身の転出が多く、「就職」における転入

は、中途採用が多く、転出は新卒採用が多いです。それらから、結婚や子育て、転職等のライフステージの

変わり目に橋本市が選ばれていることがわかります。

「転入者・転出者へのアンケート調査」（平成30年度）より

〇平成30年度に実施した「転入者・転出者へのアンケート調査」

移 住：ライフステージの変わり目で、通勤・通学環境、自然が豊かな
ことをＰＲする。

定 住：地元就職、子育て環境の充実などをＰＲし、郷土愛を醸成する。

はしもとのイメージ 実はこんなところに気づいた

訪れる

⊕
オムレツの街、高野山の入り口

⊖
観光地や遊ぶ場所がない
高野山行きの通過点
何があるのかわからない

⊕
レトロな街並みと現代の街並みが交差するまち
織物など伝統工芸がある

⊖
街中に掲示板等なく、バスも通っていない
橋本駅利用者数は多いが、観光する目的の人は少ない

暮らす

⊕
自然の恵み（果物など）が多い
治安がよい、のどかなまち

⊖
買い物する場所がなさそう
不便な田舎、少子高齢化で苦労しているまち

⊕
住みやすそうなまち、橋本駅で子どもが多いと感じた
ＪＲ線と南海線があり交通に便利

⊖
お店が閉まっているところが多い

①フィールドワークから見た橋本市のイメージ

実際フィールドワークをした市外の大学生に、フィールドワーク前後の橋本市のイメージを尋ねました。

～訪れる～
・古き良き部分とさびれてしまっている部分を整えて趣のある風景を統一
・外国人観光客が自由に動くことのできる拠点となるような宿泊施設を増やす
・橋本駅前の看板等の統一感、観光情報の多言語化の充実
・駅周辺の雰囲気のよい街並みにカフェや本屋さんをつくる

～暮らす～
・ベッドタウンとしてのPR強化
・橋本駅前の空き家利活用
・治安が良く、アクセスも良いため古民家ホテルなどで住む魅力のPR

大学生の考える
“もっとこうしたら
素敵な橋本市に”

３-２．市外からみた橋本市
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③全国からみた橋本市

認知度 魅力度 情報接触度 居住意欲度 観光意欲度
産品購入
意欲度

全国
（1,000市町
村）

750位/738位 814位/810位 790位/787位 766位/603位 909位/665位 958位/717位

県内
（15市町村） 10位/12位 13位/14位 11位/13位 9位/11位 14位/12位 15位/14位

②移住者からみた橋本市

全国を対象とした地域ブランド調査では、橋本市の魅力度、観光意欲度、産品購入意欲など低い状態にあ

ることが分ります。認知度では「名前も知らない」と回答した割合は約7割となっています。これらの指標

の中で、全国順位が最も高くなっているのは認知度ですが、750位にとどまっており、2016年度調査より

下がっていることがわかります。

また、橋本市のイメージ想起の高い項目は、「生活に便利・快適なまち」「環境にやさしいまち」「歴史

文化のまち」「農林水産業が盛んなまち」となっています。地域資源のなかで評価が高い項目は「海・山・

川・湖などの自然が豊か」「魅力的な温泉やレジャー施設・公園などがある」「地域を代表する産業や企業

がある」となっています。

・大阪に近く便利な田舎暮らしができる

・高野山が近い、ゆかりがある

・雪遊びができる

・夕日がとてもきれい

・田舎暮しを満喫できる（蛍、星空、動物が多い、りす、かぶとむし、クワガタ、虫も多い）

ブランド総合研究所「地域ブランド調査2019」より

全国の認知度はまだまだ低く、まちのイメージ・ブランド力が弱いため
まちの魅力を引き続き発信していく

・周りに自然があり、人々も穏やかで心地よい

・自給自足ができるところが強み

・果物、野菜など旬のものが手に入る、柿畑がいっぱい

・自然いっぱいの中で子育てができる

（2019年/2016年）
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〇空気がきれい

【大気汚染物質の濃度 市：0.005ppm 全国：0.010ppm】

〇緑（農地・森林）が多い

【農地・森林・湖沼の割合72.2％ 全国：68.2％】

〇公園、運動施設が多い

【1人当たり公園面積：15.7㎡/人 都市公園数：56箇所 国：10.5㎡/人 県：8.6㎡ 】(H30.3)

〇南海高野線、ＪＲ和歌山線と2路線あり、電車通勤など公共交通の利便性が良い。市内駅発で座って通勤可能。

大阪（難波駅）―林間田園都市駅まで約40分

【通勤時間平日1日平均 東京：1時間34分 和歌山県：1時間3分 】（Ｈ28社会生活基本調査）

〇京奈和自動車道の整備により、京都・奈良、関西空港へのアクセス良好

○全国でも有数のベッドタウンとして、まちづくりが行われ、公園や街並みが整っている。

〇１住宅当たり延べ面積が広い【市：124.39㎡ 和歌山県：110.23㎡ 国：94.42㎡】（Ｈ25）

〇安全・安心 刑法犯認知件数、交通事故発生件数ともに低い

【刑法犯認知件数 市：3.11件 県：5.20件 全国6.47件】

【交通事故発生件数 市：1.49件 県：2.44件 全国：3.41件】（H30 人口千人当)

〇消費者被害（財産・生命）防止のための、消費生活センターを設置

〇ごみ減量に取り組む環境都市【ごみ総排出量平均排出量 市：869g/人･日 県：962 g/人･日 】（ H30）

〇認定こども園等就学前施設が充実【認定こども園8施設、幼稚園3施設、保育園7施設】

〇外国人講師を活用した英語教育、自然体験学習、地元産品を使用した中学校まで完全給食実施

○子育て支援センター、子育て世代包括支援センター、学童保育所など子育て支援が充実

〇高野街道、伊勢（大和）街道が交差する交通の要衝

〇街道沿いに栄えた街並みや宿場町の建造物

【文化財122（国指定 3 国登録 23県指定 29 市指定 67）世界遺産追加登録 高野参詣道黒河道】

〇パイル織物：日本一の生産高（新幹線のシートや国会議事堂の椅子にも使用）

〇紀州へら竿：国の伝統的工芸品、全国シェア1位

３-３．特性の整理

自 然

歴 史

交 通

子育て

暮らし

地場産業
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４-１．橋本市シティセールス基本方針とは

シティセールスを効果的・継続的に進めるにあたり、橋本市の魅力やセールスポイント、取り組みの方

向性を共有することを目的に平成29年4月策定から今までの取り組みやデータを更新し、「第２次シティ

セールス基本方針」を策定します。取り組み期間は橋本創生総合戦略の期間と整合を図り、令和6年度まで

を期間とします。

４-２．橋本市のシティセールスについて

橋本市には、歴史・文化、それらを背景に栄えた地場産業、暮らしなど地域の誇るべき特色がありま

す。これらの魅力をターゲットに合わせてわかりやすく売り込むことで、橋本市の認知度や魅力の向上を

図るとともに、橋本市に対する愛着・誇り（シビックプライド）を持つ人を増やすことで、交流人口・定

住人口の増加を図ります。

シティセールスは、橋本市のイメージや知名度を高めるとともに、人や企業に好かれ、愛着をもっても

らうため、橋本市が持つ良さ・魅力を市内外に、効果的・戦略的に発信することをいいます。

４-３．橋本市シティセールス基本方針効果検証について

各種指標

〇定住人口増加に資する指標

・市民の定住意向（住み続けたい人数の割合）【R1：75.7％ ⇒ R4：80％】

75.7％ 【第1次 目標値：R1 82％】

・移住サイトのアクセス数 【R1：11,225件 ⇒ R4：10,100件】

11,225件 【第1次 目標値：R1 4,000件】

〇交流人口増加に資する指標

・観光サイトアクセス数 【R1：18,207件 ⇒ R4：22,500件】

18,207件 【第1次 目標値：R1 31,200件】

○その他

・地域ブランド調査などの各指標の追跡（P6参照）

平成29年4月策定された基本方針の効果については、設定した項目を達成したものは、「移住サイトア

クセス数」でした。情報発信の基本であるホームページでの訴求効果はある一定の成果が表れています。

一方、全国魅力度ランキングからもわかるように、橋本市は県内認知度は上がってきていますが、前回

同様全国の認知度は低く、まちのイメージ・ブランド力が弱いため、今以上に市民と協働しながらシティ

セールスを進めていく必要があります。

第４章 橋本市シティセールス基本方針
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４-４．地域資源（売り出すもの）

橋本市にある地域資源を磨き上げ、橋本市でないと得ることの出来ない価値、魅力を創出するなど

「橋本ならでは」の取り組みや情報発信をめざします。以下では2つの目的に分けセールスすべきポイン

トをまとめます。

〇定住人口の増加【住みたくなる、住み続けたくなる人を増やす】

橋本市は和泉山地と紀伊山地に囲まれ、中央部には紀の川が流れる自然豊かな田園都市です。大阪

（難波）まで約40分の通勤圏内とアクセスが良く、大阪都市圏のベッドタウンの機能も有しています。

また、国道371号バイパス及び京奈和自動車道整備により、大阪、奈良、京都のアクセス環境も良くな

り、通勤や企業活動に適した地域です。

➢セールスポイント

・大阪（難波）まで約40分の通勤圏

・自然が豊か

・住環境（住宅開発地、山間部など選択できる環境）

・子育て、教育環境

・安全、安心の暮らし

・市内での働く場所（企業誘致・地場産業・就農等）

・身近な地域でとれた新鮮な農産物

○定住につながる交流人口の増加【訪れたくなる、交流したくなる人を増やす】

橋本市は縄文・弥生時代から集落が形成され、東西に伊勢（大和）街道や紀の川水運、南北に高野街

道が交差する交通の要衝として、人々や物資輸送などの交流により栄えたまちです。また、平成28年度

に世界遺産に追加登録された黒河道をはじめ、様々な資源があり、歴史・文化、街並み、地場産業など

が根付く地域です。

➢セールスポイント

・歴史、名勝

(歴史街道、歴史的建造物、世界遺産高野参詣道黒河道 等)

・地場産品

（パイル織物、紀州へら竿、柿、鶏卵 等）

・四季を通じた見所

（さくら、藤の花、あじさい、ホタル、紅葉、温泉 等）

・魅力ある四季折々のイベント

（桜祭り、紀の川橋本SUMMER BALL、まっせ・はしもと 等）

・サイクリングロード
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〇ブランドコンセプト・イメージシンボルのPR
シティセールスでは、継続性・統一性をもった発信が必要であるため、H28年度の投票により
決まったロゴマークやメッセージを掲げ、引き続き効果的で分かりやすい情報発信を行います。

〇ターゲット特性に応じた情報発信手法の検討（インターネット、SNS等）
伝えたい内容・ターゲットにより、発信の手法を変えて拡散しやすい手法を考えた上で効率的
な情報発信を行います。

〇メディアミックス、クロスメディアの実施
新聞、ラジオ、新聞や雑誌などの紙媒体、ネット媒体など複数のメディアを組み合わせた「メ
ディアミックス」それぞれのメディアで最も効果的な方向で情報やコンテンツを提供する「ク

ロスメディア」を行い、属性や生活パターンの異なる対象に広く情報を提供します。

〇マスメディアをターゲットとしたPR活動
新聞、テレビ、雑誌等に掲載されるように、ニュース価値といった視点を考慮した上で、マスメ
ディアに対し情報提供を行います。

〇写真の活用
市の魅力や橋本らしさが伝わる写真を収集し、またフォロワーとの協働により、視覚的にも分か
りやすい素材として活用します。

戦略的な情報発信 市民協働のシティセールス

戦略的な情報発信

効果的に魅力を認知してもらうため、地域資源の再認識やニーズ等の情報収集を行い、橋本から伝

えたいメッセージを明確にした上で、統一した方向性のもと情報発信を行います。

また、情報発信については、量的・質的に充実させるとともに、ターゲットに絞った魅力の露出度

を増やします。情報発信に関しては以下の取り組みを想定します。

橋本市のシティセールスの推進方針を以下の2つとし、取り組みを進めます。

ターゲット層
ターゲット層の

状 態
ターゲット層に対する

ポイント
取り組み例

応援層
橋本市が大好き

ＰＲしたい、関わりたい
協働
達成感

情報発信（協働）
市民等の自主的な取り組み

既存層
橋本市で住んでいる

参加している（不満足を含む）

再認識
内容の充実・磨き上げ

イベント、活動への参加
市民等情報発信

見込層
住んでみたい、訪れてみたい

行動の変化
きっかけの提供

体験
相談会、フェア

体験ツアー、特設HP

顕在層
もっと知ってみたい

情報が欲しい
必要な情報を分かりやすく提

供する
詳細情報の提供、情報誌、HP

ネットバナー、PR冊子

潜在層
漠然としたニーズ、ウォンツを持って

いる
イメージをすり込む

目を引かせる、気づかせる

ポスター、情報誌、ネットバナー、
メディア活用

○ターゲットの状態に応じた取り組み（応援層の拡大）

４-５．シティセールスの推進方針
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シティセールス、情報発信の意識を持つ
一人一人がセールスパーソンである意識を持つ
来訪者に対する「おもてなしの心」を持つ

市外に魅力を伝える
Ex) kakeru_hashi 3800post

イベント、取り組みに参加

◆市民、企業、民間事業者、団体、大学
〇地域資源に積極的に触れ、魅力を発見・再認識（シビックプライドの向上）
〇魅力を伝える（口コミ、SNS、HPなど）

◆行政
〇各部署で市の強みやセールスポイントを見出し、磨きあげる
〇各部署でのイベント等をシティセールスの素材として活用する

橋本の魅力
イベントなどの情報共有

発信の支援

【橋本市の魅力をSNSで発信する取組み紹介】

市民協働のシティセールス

シティセールスの目的や方向性を市民や企業、民間事業者、団体、大学、行政が共有し、継続性・統

一性のある取組みを進めます。また、市の魅力を再認識し、磨き上げるとともに、市外に対し橋本の

魅力を伝えます。
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現在の情報発信
▼橋本市移住サイト ▼先輩移住者暮らしブック・移住ガイドブック▼

▼橋本市公式SNS

▼橋本市公式Instagram ▼はしもとインスタ女子部
Instagram（大学連携）

▼子育て雑誌 FQJAPAN 2020年春号

▼ディスプレイネットワーク（バナー掲載）

◀ロゴマークPR

ハッシュタグ
キャンペーン ▶
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第２次 橋本市シティセールス基本方針
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