シティプロモーションにおける Pinterest 活用の提案
Proposal to utilize Pinterest in city promotion
斎藤忍
Shinobu SAITO

尚美学園大学
Shobi University

要旨：少子高齢化による人口減少に伴い、全国の自治体では居住者増加のためのシティプロモーション活動
が積極的に行われている。一般的にはプロモーションビデオの制作、SNS の活用などがその手法として実施
されている。しかしその多くは一時的に注目を浴びて話題にはなるが、最終目標の居住者増加には及んでい
ないのが現実であるようだ。その大きな要因としては、これらのプロモーション活動に中期的な継続性がな
いことが挙げられる。そこでこの問題を解決するために、Pinterest を活用したシティプロモーションの手法
を提案する。
Abstract: With the declining population due to the declining birthrate and the aging of the population, local
governments throughout the country are actively promoting city promotion to increase residents. Generally,
production of promotion video, utilization of SNS, etc. are implemented as the method. However, many of them are
temporarily attracted to the topic, but it is not going to increase the resident of the final goal It seems to be a reality.
One of the major reasons for this is that there is no medium term continuity in these promotional activities. To solve
this problem, we propose a city promotion method using Pinterest.
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1．シティプロモーション
全国の地方自治体の多くが、人口の減少に歯止
めをかけるための対策に悩んでいる。基本的には、
出生率の増加による対策が自然で効果的であり、
実際に成果が現れ初めている地域もあるようだ。
しかし出生率の増加による自然増には、短期的な
即効性は期待できない。地方では人口減少が加速
しており「2040 年には全国の 896 市区町村が「消
滅」の危機に直面する」という試算結果が 2014
年に発表された（「日本創成会議」の人口減少問
題検討分科会）。
そこで、他の地域からの移住者を斡旋する、又
は都市部で働いている人たちに U ターンを促す、
シティプロモーション活動が全国の自治体で行
われるようになった。
事業構想大学院大学の自治体シティプロモー
ションの実態アンケート調査では「シティプロモ
ーションにおいて動向が気になるサービスや施
策」（自由記述。回答自治体数：81 自治体）とし
て、1 位：SNS（52 自治体）、2 位：動画（28 自治
体）となっている（調査対象：1788 の自治体シテ
ィプロモーション担当者 有効回答数：167 自治
体 2018 年 1〜2 月に実施）。
2．動画について
現在、安倍政権下では「一億総活躍社会」の一
環として「地方創生」との名目で、平成 26 年度

から始まり年間予算 1700 億円、27 年度 1000 億円、
28 年度 2000 億円、平成 29 年度 1000 億円。平成
30 年度 1000 億円が交付され、地方自治体に大き
な予算がついている。この予算が地方の市区町村
に配布されることとなり、例えば関東の某市の場
合、平成 29 年度で約 1,200 万円、平成 30 年度で
約 1,000 万円のシティプロモーション事業予算が
計上されている。
また 1,000 万円という数字はシティプロモーシ
ョン動画を制作することで消化しやすい数字で
もあるように思える。そしてここ数年の短期間に、
地方自治体によるクオリティの高いシティプロ
モーション動画が相次いで YouTube にアップロー
ドされている。しかしシティプロモーション動画
には有効な部分が多い反面、次のようなデメリッ
トも想定される。
①実質的な人口増加の効果の検証が難しい。②
作った側の自己満足で終わる可能性がある。③地
理的な情報を説明していないものが多い。
特に①については、人口の増減とシティプロモ
ーション動画との相関関係については不明な点
が多いのではないかと思われる。また日本には飛
び抜けて特徴的な市区町村は少なく、A 市に隣接
する B 市もほぼ似たような環境にあることは、国
民の多くが想像できる範囲のことでもある。従っ
て A 市のシティプロモーション動画を見た人が A
市に移住するとは限らず、結果的には「ふるさと

U ターン推進動画」となっているようにも思える。
②については、動画は最初に見たときのインパ
クトが強く、そのクオリティによっては、比較的
簡単に見た人を感動させることが可能である。そ
のため公開時の印象も強いために一時的な地域
での盛り上がりには貢献するが、動画の特性上、
飽きられてアクセス数が急激に下がる傾向もあ
る。これを避けるためには、15 秒、30 秒のショ
ートバージョンを作りテレビで放映し、数ヶ月ご
とにバージョンアップした新しい動画を作り、順
次差し替えていく、といったような超中期的な戦
略が必要となる。しかし継続して動画を作り続け
るには相応なコストも必要となる。また 1 回のみ
の動画制作で、成果を得られないままに終わって
いるケースもあるように思われる。
③は、「都心の雑踏から逃れて人間らしい田舎
の生活をしませんか？」的な内容の作品が多いが、
田舎で生活することでの以下の様なデメリット
は、既に多くの国民が理解していて、そのために
都心に移住した若者も多いはずである。それを単
にイメージ訴求のみで、地方（田舎）に移住させ
るという戦術は説得力が足りないように思える。
①商業、教育、医療、福祉施設までの距離が遠く、
自動車でなければ移動が不可能。
②若者が楽しめるような娯楽施設が少ない。
③都心に行くたびに移動コストがかかる。
2-1．シティプロモーション動画の問題点
「豊かな自然」、
「待機児童ゼロ」などを強調し
ている動画も多いが、田舎であれば自然が残って
いて、少子化で待機児童がゼロであることは多く
の国民は分かりきっていることである。
移住を検討している人が知りたいのは、最寄り
の駅（バス停）までの距離や電車（バス）の時刻
表。最寄りの小学校や病院までの距離等であって、
例え不便であっても正直に情報として公開すべ
きである。
美しい自然と生活の利便性はトレードオフの
関係であることは国民の多くが理解しているに
もかかわらず自然の美しさのみを訴求するのは
片手落ちのように思える。
現在既に 100 以上の市区町村のシティプロモ
ーション動画が公開されており、今後さらに増え
ていくことが予想される。後発の作品ほど、地方
創生予算の消化という目的を達成するため、横並
びに従うという傾向が強くなってきているよう
にも思える。
さらに今後もシティプロモーション動画が増
えることが予想され、国民の多くもシティプロモ
ーション動画に飽きてきている。従って当初の宮
崎県小林市や山口県周防大島町のようなインパ
クトを与えることは難しくなってきているよう

に思える。アイディアも出尽くされた感も否めな
いようだ。↓小林市（上）周防大島町（下）
https://www.youtube.com/watch?v=jrAS3MDxCeA
https://www.youtube.com/watch?v=ohNR7U0nSrI

2-2．シティプロモーション動画の提案
動画の作品としてのクオリティや面白さを追
求するのではなく、移住を検討している人が、本
来求めている情報を公開すべきであろう。
また、動画撮影や編集、レポーターは素人でも
簡単に対応できるような時代になっている。従っ
て、広告代理店や制作会社に制作を依頼するので
はなく、内部スタッフによる小回りの効く取材、
必要に応じたコンテンツの追加などの臨機応変
な対応で多くの本数の動画を制作、公開していく
べきであろう。タイトルに市区町村名が含まれた
動画を数多く公開することでの知名度のアップ
にもつながるはずである。
3．SNS 活用について
シティプロモーション活動において SNS の活用
という言葉は必ず登場するが、SNS という言葉を
正しく理解せずに、なんとなく抽象的な概念とし
て捉えられている場合も多いようである。
現在、国内で SNS と呼ばれている主なソーシャ
ルメディアは、以下の 4 つとされている。①
Facebook（2,800 万人）②Twitter（4,500 万人）
③LINE（7,000 万人）④Instagram（2,000 万人）
*（）は 2018 年 1 月時点の国内ユーザー数
①Facebook は既に多くの市区町村が公式アカ
ウントで情報公開をしている。しかし、住民に書
き込みを公開した場合には、情報の公平性が維持
できないため、職員だけが発信できるアカウント
にせざるを得ない。従ってそのコンテンツのオリ
ジナリティーには限界があり、広報誌の延長線の
ような可も不可もない平凡なコンテンツになっ
ているケースが多いようだ。
②Twitter も既に多くの市区町村が公式アカウ
ントで情報公開をしている。災害や交通など、短
い文章でタイムリーに情報を発信する際には有
効であるが、移住者の斡旋のような訴求活動には
適していないようである。
③LINE は家族や友だちなどの閉ざされた小さ
なコミュニティでの情報のやりとりが中心で、相
互承認も必要であり、数千人を対象にした市区町
村からの情報発信での利用は実質上不可能。
④Instagram も LINE 同様に家族や友だちなどの
閉ざされた小さなコミュニティでの情報のやり
とりが中心で、相互承認も必要であり、市区町村

からの情報発信には不向きである。
が挙げられるが、⑧Tumblr は今後普及していく可
以上、今後のシティプロモーションに適した
能性が不明なため、⑨Pinterest を今後のシティ
SNS が無いため、次の 5 つの SNS の可能性も検討
プロモーションに活用できる SNS として提案する。
してみた。
⑤Linkedin（海外登録ユーザー数：5 億人）、⑥
3-2．Pinterest が適している理由
Google+（海外月間アクティブユーザー数：3 億人）、 ・全国どこでも高齢者を中心とした多くのアマチ
⑦YouTube（世界の月間視聴者数：15 億）、⑧Tumblr
ュアカメラマンが写真撮影を行っている。
（世界のユーザー数：2 億人）、⑨Pinterest（世
・既に Google の画像検索結果に多くの Pinterest
界の月間アクティブユーザー数：2 億人）、その他、
ページが表示されるようになっている。
WhatsApp、WeChat、カカオトーク、Snapchat など
・Pinterest は Google の画像検索に代わる画像ブ
があるが、これらは主にチャットでの利用を中心
ックマークサービスを目指している。
としていて、日本国内での利用者は少ないため、
・まだ国内での知名度が低く自治体名のボード
市区町村での活用は難しい。
（ページ）の数が少なく、今後の発展性が期待で
⑤Linkedin はビジネス特化型の SNS で国内での
きる。市区町村名で検索したボードの数（2018 年
利用者も少ないため、シティプロモーションでの
5 月 10 日現在）は、京都市：113、札幌市：67、
活用は難しい。
世田谷区：40、那覇市：19、八王子市：8、秩父
⑥Google+は Skype と同様の無料通話とチャッ
市：2、厚沢部町：0、等となっている。
ト用のコミュニケーション ツールとしての位置
付 け で あ る が 、 Google が 提 供 す る サ ー ビ ス
3-3．Pinterest の具体的な活用案
（YouTube、Analytics、Picasa、Blogger など）
・市区町村がカテゴリー毎に複数の公式アカウン
から誘導されてアカウント登録してしまうユー
トを取得し、その中にさらに複数のボードを作り、
ザーも多いため、使い方も不明な点が多く、特に
そのボードに掲載するピン（写真）を市区町村内
日本国内ではアクティブ率が低く、シティプロモ
住民から募集する（Pinterest ではボードに対し
ーションでの活用は難しい。
て個々の作品をピンと呼ぶ）。
⑦YouTube は SNS に分類されることもあるが、
・アカウントは〇〇市の海、〇〇市の夕日、〇〇
一般的には「動画共有サービス」であり、シティ
市の野鳥、〇〇寺の風景などとし、ボードは月毎
プロモーション動画の公開では既に多くの市区
の 12 個とし、月に 1 回、該当するボードの作品
町村で活用されている。
募集を行い、サイクリックにコンテンツを増やし
⑧Tumblr はブログと Twitter が融合されたよう
ていくことを想定。
なサービスで、「オシャレ」、「簡単操作」、「広告
・市区町村で作品を審査し、合格作品を公式アカ
が入らない」、「Instagram と併用すると便利」な
ウント内のボードに掲載する。作品の募集は定期
どの特徴がある。今後は利用者が増える可能性も
的に行い、掲載作品は恒久的に増え続ける。
あるが、日本での利用者はまだ少なく、今後の普
・掲載作品が増えるに従い画像検索での市区町村
及の可能性は未知数であり、シティプロモーショ
名の露出が増える。
ンでの活用は時期尚早であると思われる。
・掲載作品の多くが風景写真になることが予想さ
⑨Pinterest は画像をブックマークとして集め
れ、審査を通過したクオリティの高い写真が数多
る SNS。Instagram がスマートフォンによる写真
く公開されることが期待できる。
が中心であるのに対し、一眼レフカメラで撮影し
た写真から CG、イラスト、絵画、4 コマ漫画など
3-4．Pinterest の今後予想される課題
・ 現 状 で も Google 画 像 検 索 の 検 索 結 果 に
画像データ全てが対象。相互承認は不要。「好き
Pinterest ページが表示される確率が高くなって
な画像を集めるだけで良い」ので初心者の参加が
いて、鬱陶しいとの意見もあり、今後の Google
容易である。
の対応に注意が必要。
・Pinterest は画像ファイルを転載しているので、
3-1．今後シティプロモーションに活用できる SNS
その合法性が指摘されているという意見もあり、
①Facebook と②Twitter については既に多くの
今後の動向を見守る必要もある（上記シティプロ
市区町村で利用されているが、現状以上の特別な
モーション案では問題は無い）。
有効な使い方は無いものと思われる。今後の可能
性が高いものとしては、⑧Tumblr と⑨Pinterest

3-5．Pinterest サンプルページ
・東京近郊のベットタウンである埼玉県新座市を
例に作ったサンプルページ
・アカウントは「新座市に咲く花」とし、ボード
は「1 月の新座市に咲く花」から「12 月の新座市
に咲く花」の 12 個としている。
https://www.pinterest.jp/badminba/

図 1： Pinterest トップページ

図 2：各ボードのページ

図 3：各ピン（画像）のページ
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