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須坂市における地域イメージ調査結果と戦略的広報
の検討

北村　貴志

１．長野県須坂市の紹介

　須坂市は、長野県の北部、長野盆地（善光寺平）の東部に位置し、
千曲川を挟んで長野市と接する人口約53,000人の地方中小都市である。
　市街地は、上信火山帯の根子岳、浦倉山などの険しい山岳地帯に源
を発する河川が押し出した大きな扇状地に形成されている。この傾斜
が桑の栽培に適しており、加えて町内の急な勾配を利用した水車を活
用することができたため、明治10年代から器械製糸が急速に発展して
いった。大正時代に入ると製糸業は全盛を迎え、工女たちは6,000人

【報告】
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を超えた。今日でも市街地のあちこちで見ることのできる蔵造りの建
物は、この時代、明治から昭和初期に建てられたものが多く、当時の
繁栄ぶりを語りかけてくれる。
　昭和に入り世界大恐慌が起こると、製糸業は大打撃を受け一気に衰
退の道をたどるが、代わって戦後は、電子工業・一般機械器具製造が
発展を遂げる。桑園は果樹園に姿を変え、全国有数の巨峰、りんごの
産地として現在の須坂市を形成する。

２．信州大学との共同研究

　須坂市と信州大学は平成20年度から契約を締結し、地域ブランドの
構築手法に関する共同研究を実施している。この中で、平成20年度に
は「須坂市認知度・イメージ調査」を実施し、平成21年度はそれを受
けた戦略的広報をテーマの一つとして研究を行っている。
　本報告では、まず「須坂市認知度・イメージ調査」の 2 次調査の結果
を述べ、その後、現在も継続中である戦略的広報の検討を紹介したい。

３．「須坂市地域イメージ調査」結果

　信州大学、特定非営利活動法人 SCOP との共同研究として、須坂
市の認知度・イメージ調査を行った。調査は 1 次（認知度調査）と 2
次（地域イメージ調査）の 2 回にわたって実施したが、本報告では 2
次の「地域イメージ調査」について報告する。
　なお 1 次の認知度調査については、「須坂市における地域ブラン
ド戦略とその可能性」（土屋，地域ブランド研究第 4 号、pp.199-220, 
2008）において報告されているので、そちらを参照いただきたい。

　３. １.　調査の目的

　須坂市では信州大学と連携し、観光客等の交流人口や定住人口の増
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加、産業誘致等を目的とした地域のブランド化や、構築手法に関する
共同研究に取り組んでいる。この活動を推進するに当たり、須坂市の
現状の認知度や地域資源の評価を行い、改善策や活用方法を検討する
必要がある。加えて、関係者に対する意識付けも目的の一端と考え、
当市に対するイメージを把握する調査を実施した。

　３. ２．調査プロセスの概要

　３. ２. １．実施概要

・調 査 の 方 法：インターネット調査
・調査実施期間：平成21年 2 月13日（金）～ 2 月27日（金）
・調査対象者数：466名
・回 答 者 数：235名

　３. ２. ２．調査対象者の抽出

　前述した調査目的を達するためには、当市に対する比較的詳細な評
価、イメージ把握が必要となる。このためには、当市に対する一定の
理解を持ち合わせた者が調査対象として相応しいといえる。そこで、
1 次調査（認知度調査）において、須坂市を「良く知っている」また
は「知っている」と回答した者を調査の対象者として抽出した。

回答項目 回答数
2次調査対象者114

352
389
728
1,583

7.2
22.2
24.6
46.0
100.0

割合［％］
良く知っている
少し知っている
あまり知らない
全く知らない
合計

⎫
⎬
⎭

表１　１次調査結果
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　３. ２. ３．調査項目

　調査項目は大きく以下の 3 点である。
　⑴須坂市のイメージ
　⑵地域資源の評価
　⑶須坂市周辺の観光地（観光資源）に対する来訪意向

　⑴須坂市のイメージ
　須坂市に対するイメージを把握するため、①須坂市について最も有
名なもの（コト）は何か、②来訪時の体験として最も印象的なものは
何か、③その他地域のイメージ仮説に対する合致度、の 3 つの視点か
ら調査を行った。

　⑵地域資源の評価
　地域資源の認知度および魅力度の評価を行った。この結果から、

「認知が高く魅力もある」あるいは「認知は低いが魅力はある」等の
ように資源を分類し、特に注力して売り出すべき資源とそうでないも
のの検討材料とすることとした。
　なお、魅力度の高低の測定基準としては、「どれだけ知人等に紹介
したいと思うか」を用いた。

　⑶須坂市周辺の観光地（地域資源）に対する来訪意向
　観光客が望む、須坂市周辺の観光ルートを把握した。この結果から、
須坂市と近隣地域のどこをセットにした観光ルートが望まれているか、
あるいはルート上に存在するにもかかわらず来訪希望度の低い観光地
はどこかを明らかにし、特に広報すべき観光地（地域資源）や行政間
連携の必要性等についての検討材料とすることとした。
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【補足】
　以降に示す図表中のパーセンテージは、四捨五入の関係で100にな
らない場合がある。

３. ３．調査結果

３. ３. １．回答者属性

　 2 次調査回答者の基本的な属性は表 2 のとおりである。
　回答者は30～50代の年代が多く、約半数が須坂市への来訪経験が無
かった。また居住地別では、関東が最も多かったものの、北は北海道
から南は九州・沖縄まで比較的広範囲に渡り回答が得られた。
　また、須坂市への来訪回数や須坂市との関係性をみると、約半数が
来訪経験の無い者や、須坂市との関係性（居住経験や知人等による関
係性）が無い者であった。

表２　回答者属性

北海道・東北
関東
越・北陸
長野県
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄

20代
30代
40代
50代
60代
70代以上

男性
女性

136
99
16
51
76
58
25
9
8
110
17
34
32
22
6
1
5

57.9
42.1
6.8
21.7
32.3
24.7
10.6
3.8
3.4
46.8
7.2
14.5
13.6
9.4
2.6
0.4
2.1

回答数 割合［％］ 回答数 割合［％］
性
別

年
代

居
住
地

訪
問
回
数

関
係
性

0回
1回
2～4回
5～10回
11回以上

106
38
45
20
26

45.1
16.2
19.1
8.5
11.1

7.7

48.1

44.2

18

112

103

居住経験あり・
訪問する知人が
いる
仕事や旅行での
訪問経験あり
関係性が無い
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３. ３. ２．須坂市のイメージ

　須坂市の特産品や観光地・レジャー施設、ゆかりのある人物等で世
間一般に有名だと思うものは何かについて質問した。図 1 に示すよう
に、須坂市のイメージとして想起されることは、動物園及び産品に関
することが非常に多かった。

図 1．須坂市から想起すること

動物園に関すること

産品に関すること

施設に関すること

温泉に関すること

スキーに関すること

滝に関すること

他地域に関すること

その他

0　　　5　　 10　　15　　20　　25　　30　　35　　40

回答数

　また、須坂市について何かイメージが浮かぶか否かを質問した。さ
らに「浮かぶ」と回答した者109名について、須坂市の地域を表現す
るキーワードとして「くだもののまち」、「蔵のまち」、「桜の名所」、

「みそ料理のまち」を提示し、これらがどの程度思い浮かぶかまとめ
た。その結果を図 2 に示す。
　これを見ると、「くだもののまち」や「蔵のまち」のイメージにつ
いては、「浮かぶ」と回答している者が最も多い。これに対して、「桜
の名所」は「あまり浮かばない」、「みそ料理のまち」は「やや浮か
ぶ」が最も多い。近年、須坂市が「蔵のまち」をキーワードに PR を
行っていることを考えると、発信者が発しているイメージと、受信者
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が受けているイメージが概ね一致していると言うことができる。
　しかしその一方で、「イメージが浮かばない」と回答している者
が126人（回答者の53.6％）存在している。この 2 次調査においては、
1 次調査で「須坂市のことを知っている」と回答した者を対象に行っ
ているにも関わらず、須坂市のイメージを持っていない者が半数以上
いるという事実は見逃せない。

　３. ３. ３．地域資源の評価

　地域の主要な観光資源の認知度および魅力度の評価を行い、これら
2 つの評価軸による資源の分類（地域資源のポートフォリオ化）を行
った。ただし集計結果の偏りを防ぐため、魅力度については来訪経験
者に絞って評価を行った。そもそも来訪していない者は、魅力の評価

図 2．須坂市のイメージ

くだもののまち

蔵のまち

桜の名所

みそ料理のまち

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％ 90％ 100％

浮かぶ やや
浮かぶ

あまり
浮かばない

浮かばない

浮かぶ
浮かばない
合計

109
126
235

46.4
53.6
100.0

項目 回答数 割合［％］【問】
　須坂市について何か
　イメージが浮かぶか？

【問】　下記 4項目についてどの程度浮かぶか？
　　　（「浮かぶ」と回答した者のみ）
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をできないと考えたからである。
　魅力度の高低の測定基準としては、「どれだけ知人等に紹介したい
と思うか｣ を用いることとした。また、主要な観光資源を磨き上げる
参考として、良い点、悪い点についてもあわせて調査を行った。
　アンケートにおいて、認知度は「良く知っている」から「知らな
い」までの 4 段階、魅力度は「とても勧めたい」から「全く勧めたく
ない」までの 4 段階で回答を得た。これらを 1 点から 4 点で数値化し、
平均点を算出、比較することで認知度及び魅力度の評価とした。例え
ば、最高の評価をした者と最低の評価をした者が 1 人ずついた場合、
点数は 4 点（最高の評価）と 1 点（最低の評価）となり平均点は2.5
点となる。
　地域資源ポートフォリオの概要を図 3 に示す。前述したとおり、魅
力度と認知度を 2 つの評価軸に取り、それぞれの平均点（2.5点）を
境界として 4 種類に分類した。認知度が高ければ興味を持ってもらう
可能性が高く、魅力度が高ければリピート率が高い。従って、認知度、
魅力度とも高いものが、より良い地域資源ということになる。
　図 4 に示すとおり、須坂市の地域資源を 5 つ挙げて調査を行った。
その結果、最も認知度が高い地域資源は「蔵の町並み」であり、最も

図 3．地域資源ポートフォリオ概要

認知度は高いが、
魅力がいまひとつ。
リピートが課題

知る人ぞ知る、
地域の
魅力スポット

最も有望な
誘客資源

認知度［高］

認知も魅力も
いまひとつ

魅
力
度
﹇
高
﹈

魅力度が高いのは「臥竜
公園の桜」であった。ま
た魅力度は総じて高く、
5 項目とも3.0～3.5ポイ
ントの範囲に入っており、
認知度は低いものの魅力
度は高いという傾向があ
った。
　また図 5 に「蔵の町並
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図 4．地域資源ポートフォリオ

図 5．「蔵の街並み」の居住地による差異

項　目 認知度 魅力度
①蔵の町並み
②須坂市動物園
③臥竜公園の桜
④米子大瀑布
⑤ナガノパープル

1.82
1.81
1.74
1.50
1.48

3.03
3.03
3.42
3.16
3.27

※認知度、魅力度とも最高の評価を 4点、
　最低の評価を 1点とした。 4段階評価に
　対し均等に回答を得た場合、平均は2.5点
　となる。

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1
1　　1.5　　2　　2.5　　3　　3.5　　4

① ②
③

④ ⑤

◆ ◆
◆◆

魅力度

認
知
度

地　域 認知度 魅力度
①長野県
②関東
③東海・越・北陸
④その他

2.82
1.68
1.63
1.60

3.04
2.96
3.00
3.17

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1
1　　1.5　　2　　2.5　　3　　3.5　　4

①

②③

④

◆

◆◆ ◆

魅力度

認
知
度

み」の例を示すが、いずれの資源においても「蔵の町並み」の結果と
同様に、「長野県内」の回答者の認知度と比較して「長野県以外の全
地域」の回答者の認知度は低い傾向があった。

　３. ３. ４．須坂市周辺の観光地（地域資源）に対する来訪意向

　一般に、観光客が来訪する地域は一つの市区町村内に限定されない
ことから、観光客が旅行先を検討する際には、複数の地域についてま
とめて情報を得るほうが都合が良いと考えられる。このため観光振興
は、単体ではなく複数の自治体と連携して行うほうが効果的である。
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　このような前提に立ち、旅行や観光を目的とした場合の須坂市周辺
（須坂市を含む）の訪問希望地を調査した。この結果を図 6 に示す。
　これを見ると、長野市及び小布施町と併せて訪問したいと考えてい
る者が多いことがわかる。

　３. ４．調査のまとめ

　調査の結果から、下記のようなことがわかった。
・須坂市を知っている者の多く（約 6 割）は、何らかの形で須坂市に

滞在もしくは来訪した経験がある。
・須坂市を知っている者の多くが持つイメージは、「くだもののま

ち」や「蔵のまち」である。
・認知度は低いが、知っている者にとってその魅力は折り紙付きであ

る。
　この結果から、「来訪経験はないが、須坂市を知っている人」を増
やすことに重点を置き、広報活動を行う必要があることがわかった。

図 6．訪問希望地

須坂市

長野市（善光寺・川中島・戸隠など）

小布施町（北斎館・栗菓子店など）

高山村（信州高山温泉郷など）

山ノ内町（志賀高原・湯田中渋温泉など）

千曲市（上山田温泉など）

上田市（菅平高原など）

中野市（バラ高原・中山晋平記念館など）

その他

0　　5　　10　 15　 20　25　 30　 35　 40　45
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また、個別の地域資源の魅力度については評価が非常に高いことから、
地域全体のイメージを確立し統一感を持たせることで、より効果的に
広報を行えるのではないかと考えられる。

４．須坂市の戦略的広報

　「須坂市地域イメージ調査」の結果からもわかるとおり、須坂市の
最大の課題は地域資源の魅力度を上げることよりも、その魅力を発信
していくことにあると言える。特に各地域資源のポートフォリオ化か
らは、調査した 5 つの資源すべてについて、魅力度は高く、認知度が
低いという特異な結果を得ており、魅力の高さを発信する必要性は明
らかである。
　そこで今後は、「戦略的広報」をキーワードとし、より地域ブラン
ド力をアップするための効率的な広報手法について検討を進めていく
必要がある。本報告を執筆している現在、まだ具体的な形は見えてい
ないが、その考え方を述べる。
　なお本報告においては広報と広告の明確な区別はせず、広い意味で
広報という言葉を使用する。

　４. １．ブランド・アイデンティティの確立

　イメージ調査で須坂市の地域資源として挙げた 5 項目を見てもわか
るとおり、須坂市が売り出そうとしている地域資源は非常に多岐に渡
っている。最近では、版画美術館や人形博物館が建ち並ぶ市内の公園
で、「30段雛飾りと千体の雛祭り」や「クリスマス・イルミネーショ
ン」が毎年開催され好評を博している。また本年は、地元のフルーツ
を活かし「フルーツスイーツ王国“須坂”」を目指したアイディアコ
ンテストも開催された。さらに、市内のある温泉宿が「日本一予約の
取りづらい宿」と評判になり、地元の味噌や日本酒も国内外から高い
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評価を受けるなど、一般企業の活躍も目覚ましく、個々の活動は着実
に広がりを見せている。
　しかし情報発信の面から見ると、これらの活動を積極的に情報発信
してはいるが、まだまだ単体で売り出している状況である。これは須
坂市に限らず全国の自治体共通の問題と言えるが、一般的な企業と比
較しても、自治体は実に多様な観光情報や観光イベントに関係を持
ち、情報発信を行っていく立場にある。このため、情報の詳細を担当
課のみが保持し、情報発信も担当課に依存していることが多い。つま
り「須坂市」全体のイメージを確立し、個々の情報発信においてもそ
のイメージに沿った内容で発信する、といったことができていないの
である。この結果、須坂市の情報と何度か接点を持った者でも、その
都度イメージが異なり、固定したイメージを持ちにくい状態になって
いると考えられる。前述のイメージ調査結果で、約半数が「イメージ
が浮かばない」と回答したこと（「3.3.2. 須坂市のイメージ」参照）
も、この点が原因ではないだろうか。
　これを改善するため、「須坂市」そのもののブランド・アイデンテ
ィティを確立し、個々のイベントや観光における情報発信においても、
そのブランド・アイデンティティに沿った内容で発信していくことが
重要である。またブランド・アイデンティティは、市役所の職員が理
解していれば良いというものではなく、須坂市民、あるいは市外で須
坂市に関わっている者全員に共有されることが理想である。イベント
や観光に訪れた者が接するのは、市役所職員だけではなく、その大半
が市民だからである。市役所職員の意識統一に加え、須坂市のブラン
ド・アイデンティティを市民や関係者に理解してもらえるよう、如何
に伝えていくか、その基盤作りを行うべきである。
　さらには、イベントや観光に訪れた者に対してアンケートを行うな
どし、確立したブランド・アイデンティティが期待どおりに伝達でき
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ているか、恒常的な検証を実施することも必要である。

　４. ２．広報手段の一元化

　地方自治体が行う広報には、二種類の異なる性質のものが含まれて
いる。行政情報・行政イベント、もう一つは観光情報・観光イベント
である。（観光も行政の一部ではあるが、ここでは広報について異な
る特徴があるという観点から他と区別する。）
　須坂市では、行政情報についての広報を、広報誌、チラシ、防災行
政無線、ホームページ、メルマガ、プレスリリースなどにより行って
いる。また観光情報・観光イベントなどの広報についても、基本的に
は行政情報の広報と同じ手段を用いている。しかし、行政情報の発信
に関しては手法がある程度確立しているのに対し、観光情報や観光イ
ベントに関する広報は、前述したとおり担当課が手法等を検討し発信
することが多い。このため、メディアとの接点の多い部署やノウハウ
の蓄積している部署と、広報経験の比較的少ない部署では効率に差が
出てしまうことは否めない。
　これを改善するため、観光情報や観光イベントの広報についてもそ
の手法を精査し一元化する必要がある。特に観光においては、市内は
もちろん近隣都市や大都市圏への広報も非常に重要であるため、情報
を取りまとめて、全国に向けて発信する仕組みを整えたり、このよう
なノウハウや広報の仲立ちとり得る人物の情報を取りまとめて共有し
たりすることが必要である。

　４. ３．内容に応じた広報の検討

　広く全市民に広報を行う必要のある行政情報とは異なり、観光情報
に関してはある程度手段を絞り、内容に応じた広報を行うことも検討
できる。
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　須坂市があるイベントの広報用にチラシを作成した場合、市の関連
施設や市主催のイベントで配布するのが通常である。しかし費用対効
果を考慮し、イベントの内容を鑑みてチラシを配布すべき場所や枚数
を工夫し、いわゆるＳＴＰ（Segmentation、Targeting、Positioning）
を意識した、より効果的な広報が可能なイベントもあるのではないだ
ろうか。
　しかし一方で、自治体である以上、広報手段の絞り込みを行う際に
は公益性を損なわないよう十分に配慮することと、イベント時にはア
ンケートを取るなどし、検討した広報手段が効果的に機能していたの
か検証することは必要である。

　４. ４．近隣地域との広域的な連携

　近年の観光のニーズは、一か所に長期滞在するというよりは、ある
地点を起点として周辺の観光地を巡るようなニーズのほうが高いよう
に感じられる。また、インターネットなどを通じて離れた地域の情報
をリアルタイムに入手することが容易にできる今日では、近隣市町村
との連携や異業種間の連携を図っていくことが重要である。
　前述のイメージ調査結果でも見てとれるように、須坂市の観光にお
いて近隣の長野市、小布施町、高山村との連携は切っても切れない関
係にある。「須坂市」だけではなく、近隣地域全体のブランド・アイ
デンティティも視野に入れた広域的な連携を図ることが、より効果的
である。

５．おわりに

　須坂市では、市民と行政が「共に創る」という考え方に基づいて、
「共創」のまちづくりを推進している。今回の「須坂市地域イメージ
調査」の結果から明らかになった課題の改善も、やはり市民の協力無
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くしては実現し得ない。このためには、市役所職員と市民、あるいは
市民同士が積極的に情報交換を行い、意思疎通を図る仕組みを整備し、
市役所職員も含めた市民ネットワークを構築することが重要である。
さらに、このような基盤を活用し須坂市のブランド・アイデンティテ
ィを確立したり意識を共有したりする中で、ブランド構築を牽引する
リーダーの誕生を促すことができれば、大きな一歩を踏み出せると考
えている。
　また、魅力あるブランド・アイデンティティを確立するためには、
独自性、継続性に加えて、物語性も重要な要素のひとつとなる。そし
て当然のことながら、ここで語られる物語は真実のものでなくてはな
らない。これらのヒントは、須坂市が歩んできた歴史や文化の中に隠
れていると感じている。地域で昔から暮らしている市民には当たり前
かもしれないが、その歴史や文化こそが、他地域にはない独自性であ
り真実である。これらをもう一度見つめ直すことで、須坂市の地域ブ
ランドが見えてくるのではないだろうか。
　須坂市のブランド構築は、まだまだ歩み始めたばかりである。市民
ネットワークを構築し、地域の歴史・文化を再確認しながら、市民が
誇りを持てる須坂市ブランドを構築していきたい。
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