




















新市地域らしさ価値新市地域らしさ価値((ブランディング価値ブランディング価値))
の構築に向けた重点実現項目の構築に向けた重点実現項目((重点課題重点課題))

((案案))

２００３年7月18日

長岡地域任意合併協議会

新市将来構想策定小委員会

資料No.2



2-1

新市地域らしさ価値を高める重点実現項目抽出の視点新市地域らしさ価値を高める重点実現項目抽出の視点

見極める見極める
アイデンティティの確立アイデンティティの確立
都市(地域)価値の
見極めと確立

発信する発信する
イメージアップイメージアップ

情報発信力の強化
情報機会の多様性

育てる育てる
ブランド育成ブランド育成
人材の育成と

継続的な事業･活動

一貫したアイデンティティの発信（一貫したアイデンティティの発信（⇒⇒アイデンティティ確立）アイデンティティ確立）
コアとなる地域資源、都市(地域)の強みを生かす
都市(地域)の歴史・文化的背景を大切にしたストーリー性の高さ
住民が誇りを持てる価値の堀り起こしと差別化

多様な分野を束ねる統一コンセプト多様な分野を束ねる統一コンセプト((⇒⇒一貫性一貫性))
都市(地域)レベルでのコーポレートブランドの実現(多様な産業への波及効果)
ヒト・モノ・コトの多様な分野を束ねたコミュニケーション
行政・民間企業・住民全領域で支持されるアイデンティティの確立

多様なアイデンティティ発信の機会多様なアイデンティティ発信の機会((⇒⇒情報発信機会の多様性情報発信機会の多様性))
都市(地域)の顧客(企業・観光客・通勤通学者等々)、ターゲットにあわせた情報
接点
直に触れることのできるアンテナショップ機能
他地域との連携を含めた情報発信力の強化

ブランドを育てる機能ブランドを育てる機能((⇒⇒育成育成))
価値観の共有化と協働が育てる信頼と愛着
開発、育成、生産、流通、販売の各分野を支援する場
ブランド強化(イメージアップ)につながる新しい芽を育てる機能

継続的な事業継続的な事業･･活動活動((⇒⇒事業活動の継続性事業活動の継続性))
民間主導の強いリーダーシップを育てる土壌
継続的にＣＳ(住民(来訪者)満足度)を評価する体制
都市(地域)の住みやすさが地域の価値

小委員会討議結果・先行事例・地域ブランドの考え方から視点を整理小委員会討議結果・先行事例・地域ブランドの考え方から視点を整理
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都市ブランド構築のケーススタディ都市ブランド構築のケーススタディ

湯布院町「湯布院＝温泉の町」

全国的に認知が高く、人気のある観光地全国的に認知が高く、人気のある観光地
住民が誇りを持てるまちづくりを推進中住民が誇りを持てるまちづくりを推進中

札幌市「さっぽろ＝ＩＴ都市」

ＩＴ都市の新しいブランドに確立ＩＴ都市の新しいブランドに確立
ＩＴ化による大幅な行政改革を推進中ＩＴ化による大幅な行政改革を推進中

神戸市「神戸＝ファッション都市」

青山アンテナショップで神戸ブランドの靴を販売青山アンテナショップで神戸ブランドの靴を販売
医療福祉都市のブランドイメージ確立を推進中医療福祉都市のブランドイメージ確立を推進中

岩手県「物産ブランド構築＝いわてブランド」

県のイメージアップ戦略を推進中県のイメージアップ戦略を推進中
物産ブランドの構築を推進中物産ブランドの構築を推進中

↑「札幌市IT経営戦略」愛称「湯布院映画祭」パンフレット→

新しい都市(地域)価値の創造
住民の暮らし重視･満足度評価
の徹底
住民参加型のまちづくりと住
民主体の運営管理
行政支援による地域ブランド
育成

一貫したアイデンティティの発信
官民協働(民が主体)のまちづくり
既存の温泉まち「価値」からの差
別化
他産業への具体的な波及効果

都市の強みを活かす
継続的な事業と多様なしかけ
販売面強化策としてのアンテナ
ショップを行政主導で展開
先端医療分野イメージによるイ
メージアップ戦略

神戸ものづくりセンター｢神戸靴｣→

｢銀河系いわて｣をキーワードと
した統一イメージの発信
複数県、農林水産業共同のＰＲ
徹底した素材の掘り起こし
ブランドを束ね、県レベルの
コーポレートブランドの確立

↑岩手県観光シンボルマーク

全国でもブランド構築が進んでいる自治体の事例全国でもブランド構築が進んでいる自治体の事例
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「新市地域らしさ価値」重点実現項目と活動展開例「新市地域らしさ価値」重点実現項目と活動展開例①①

WillWill

CanCan

見極める見極める<<アイデンティティの確立アイデンティティの確立･･一貫性一貫性>>
製造業主体の産業
伝統とものづくりの技を市のシンボルとして大切にするまち
各地域の文化･特性を活かす
製造業をきっかけに全産業への振興を目指す
安全で安心で、潤う産業づくり
多様性と個性を大切にするまち
誠実な率直性と確かさ
伝統文化も守り伝える、粘り強さを誇りとするまち

発信する発信する<<情報発信力強化情報発信力強化･･機会の多様化機会の多様化>>
独自の魅力を増進する
恵まれた交流空間をいかした新産業の育成
多くの分野、機関が連携するネットワーク構築
伝統と実績をアピール

育てる育てる<<人材育成人材育成･･ブランド育成ブランド育成>>
産官学が連携した新高度技術産業づくり
産官学連携によるものづくり
知識、技術の集約総合化への取り組み
10年先を見据えた人材づくり
新たな起業への支援体制の充実
チャレンジャーに地域でエールを送るまち
技を高める
交通拠点を活かした流通業の拡充

交通至便
技術の蓄積
教育的環境、人材が育つ風土
協調性があり慎重で粘り強い

住民の自主的な動き
理論的、実証的な性格
水や土とともに人が育む

見極める見極める

発信する発信する

育てる育てる

重点実現項目：重点実現項目：新しいビジネスモデルで新しいビジネスモデルでmade in NAGAOKAmade in NAGAOKAの魅力を世界に発信するの魅力を世界に発信する
～～社会を常にリードする価値創造型製造業の育成と振興社会を常にリードする価値創造型製造業の育成と振興～～

重点実現項目：重点実現項目：市民チャレンジャー市民チャレンジャーの成功と雇用を支える新たな起業促進の風をおこすの成功と雇用を支える新たな起業促進の風をおこす
～～起業やベンチャー企業育成を支援するやシステムの整備・充実起業やベンチャー企業育成を支援するやシステムの整備・充実～～

重点実現項目：重点実現項目：未来のエジソンを生む人材教育・人材育成の推進未来のエジソンを生む人材教育・人材育成の推進
～～産業革新に貢献する人材育成を目指した教育と社会支援の実施産業革新に貢献する人材育成を目指した教育と社会支援の実施～～

重点実現項目：重点実現項目：新ながおかが誇る技と人をネットワークする匠の国を創り上げる新ながおかが誇る技と人をネットワークする匠の国を創り上げる
～地域が誇る産業と技を核として地域と人とを連携する～～地域が誇る産業と技を核として地域と人とを連携する～

新市地域らしさ価値 その1：独創企業が生まれ育つ都市独創企業が生まれ育つ都市 ～誠実さが生み出す「技」立国・新ながおか～
実現すべき事柄実現すべき事柄

現状の強み現状の強み

<<活動展開の一例活動展開の一例>>
世界の大学や研究機関との産学協働ネットワーク構築による、機械･電子産業における新技
術･高付加価値新製品の開発と地域生活への活用
流通革命（交通拠点創造、ネットワーク強化等のインフラ整備） など

<<活動展開の一例活動展開の一例>>
国境のない社会に対応した製品価値を伝えるストーリーづくりとプロモーション活動の推進
情報・交流拠点の整備や海外からの技術者も快適に過ごせる環境整備
製品、技術広報の支援（見本市の開催、情報発信体制の強化） など

<<活動展開の一例活動展開の一例>>
世界に通用する技術革新を起こす人材育成を目指した教育環境と社会支援制度
人材定着に必要な生活や仕事の舞台となる都市の魅力を向上させる
海外の大学との交流や留学生の受け入れ環境の整備・推進
産業界が求める人材像（創造力、異文化理解、語学力）に即した高度教育の推進 など

<<活動展開の一例活動展開の一例>>
世界の大学とも連携した新産業やビジネスモデル（新たな市場づくり）の研究開発
新ビジネスへの資本提供制度充実や税制優遇措置の創設
魅力ある企業人育成のための職業教育・生涯教育の充実 など
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「新市地域らしさ価値」重点実現項目と活動展開例「新市地域らしさ価値」重点実現項目と活動展開例②②

WillWill

CanCan

見極める見極める<<アイデンティティの確立アイデンティティの確立･･一貫性一貫性>>
各地域の文化･特性を活かす
安全･安心で潤う産業づくり
多様性と個性を大切にするまち
伝統文化も守り伝える粘り強さを誇りとするまち
伝統とものづくりの技を市のシンボルとして大切にするまち

発信する発信する<<情報発信力強化情報発信力強化･･機会の多様化機会の多様化>>
｢食｣をキーワードとした地域(地産地消の推進)の活性化
こだわりと誇りのある農業がまちの活気の糧をつくるまち
独自の魅力を増進する
おいしい水と食で来訪者をむかえるまち
グローバルな中に、伝統的な教えも大切にするまち
元気そしておおらか
多くの分野、機関が連携するネットワークの構築
伝統と実績を広くアピール
引き継がれた技を誇り高くアピールするしくみと機会創出

育てる育てる<<人材育成人材育成･･ブランド育成ブランド育成>>
基盤整備による誇りある農業の継承
農業の幅を広げ食文化を含む総合アグリカルチャー産業の育成
10年先を見据えた人材づくり
技を高める
食文化・食による地域活性化

先進的農業基盤と優れた産物
積極的に新しいものを取り入
れる気質
豊かな自然と都市基盤

住民の自主的な動き
おいしい水の恵み
水や土とともに人が育む

見極める見極める

発信する発信する

育てる育てる

重点実現項目：重点実現項目：おいしさと安全おいしさと安全･･健康をキーワードとする「新ながおか料理」の発信健康をキーワードとする「新ながおか料理」の発信
～おいしさに加え、健康増進、安全～おいしさに加え、健康増進、安全･･安心等の生活価値観に即したブランドを安心等の生活価値観に即したブランドを

開発し全国に向けて強く発信することによって日本の食卓を変える～開発し全国に向けて強く発信することによって日本の食卓を変える～

重点実現項目：重点実現項目：蛍が舞い蛍が舞い､､人の豊かな営みが展開する人の豊かな営みが展開する｢｢食食｣｢｣｢農農｣｣のユートピアを生み出すのユートピアを生み出す
～信濃川をはじめとする豊かな水や土壌を守り、その恵みによる米作りや～信濃川をはじめとする豊かな水や土壌を守り、その恵みによる米作りや

新しい新しい““食食””のあり方を提案するのあり方を提案する｢｢スローフード（風土）スローフード（風土）｣｣の振興～の振興～

重点実現項目：重点実現項目： 「新ながおか元気印ブランド「新ながおか元気印ブランド｣｣の創造による「食の付加価値の創造による「食の付加価値｣｣の確立の確立
～～地域農産物や酒、農産加工品、郷土料理を組合わせた新ながおかメニューの開発地域農産物や酒、農産加工品、郷土料理を組合わせた新ながおかメニューの開発～～

<<活動展開の一例活動展開の一例>>
生産者の「心と顔」が見える販売手法の確立(IT活用等)
特産日本酒のＰＲとそれに合う料理を組合わせた提案
「長岡セット」の開発や外食チェーン等とタイアップした普及促進
農業者と児童・生徒等との交流や食文化、農業体験を通じた地域コミュニティ醸成

など

<<活動展開の一例活動展開の一例>>
農産加工業の育成支援、大学と連携したバイオテクノロジーの研究･活用
農業体験と観光産業の連携、地元旅館や食堂等での地元農産物の使用(地産地消)の
促進等波及効果をねらった振興
地域外に新ながおかフードファンクラブを展開する(地産地商)
環境調和型エネルギー供給(地域熱供給、ごみ発電)、環境配慮型生産の推進によ
る自然も暮らしも営みもすべてが豊かなまちづくりを目指す
次の世代につなげる魅力ある農業を担う後継者の育成と支援 など

新市地域らしさ価値 その2：元気に満ちた米産地元気に満ちた米産地 ～まごころ米の生まれる里・新ながおか～
実現すべき事柄実現すべき事柄

現状の強み現状の強み

<<活動展開の一例活動展開の一例>>
長岡地域の米をはじめとする農産物･農産加工品の統一ブランド開発
ブランドの裏づけとなる安全、安心、おいしさを揃えた品種や栽培手法の確立
「人を健康で元気にする」新ながおかブランドの価値を明確にする
地域農産物の特性分析と、その特性に即した調理方法の開発 など
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「新市地域らしさ価値」重点実現項目と活動展開例「新市地域らしさ価値」重点実現項目と活動展開例③③

WillWill

CanCan

見極める見極める<<アイデンティティの確立アイデンティティの確立･･一貫性一貫性>>
楽しく期待を持って子育てができるまち
元気で長生きができる暮らしを支える環境と高福祉サービス
の充実
山 (癒し)と生活(潤い)のみどりがバランスしたまちづくり
安心、安全に住めるまち
高い交通利便性を活かしたまち
住環境の一環として自然の保全が位置づけられるまち
癒しのまち
豊かな自然の保全と積極的な活用
身近な自然がうれしいまちづくり
伝統とものづくりの技を市のシンボルとして大切にするまち
身近なコミュニティ拠点の整備

発信する発信する<<情報発信力強化情報発信力強化･･機会の多様化機会の多様化>>
「市民が主役」への意識改革
グローバルな中に、伝統的な教えも大切にするまち
元気、そしておおらか
多くの分野、機関が連携するネットワークの構築
伝統に根ざして地域が調和する

育てる育てる<<人材育成人材育成･･ブランド育成ブランド育成>>
すべての世代が協働するまちづくり
10年先を見据えた人材づくり
多様性を許容する小単位コミュニティ
個を大切にしつつ効率的な行政サービスの展開

豊かな自然と都市基盤
協調性があり、人情に厚い
地域パーソナリティ

教育的環境、人材が育つ風土
元気な高齢者、優れた人材
住民の自主的な動き

見極める見極める

発信する発信する

育てる育てる

重点実現項目：重点実現項目： 「生きる楽しみ」「育つ喜び」が実感できる生活環境の創出「生きる楽しみ」「育つ喜び」が実感できる生活環境の創出
～～すべての世代が住みたくなる住環境の実現すべての世代が住みたくなる住環境の実現～～

<<活動展開の一例活動展開の一例>>
安心して家を留守にできる防災･防犯体制の一層の充実
自然の力、人の心などを活用した新たな予防医療の充実
川･森･林、及び住宅地の緑の保護と、ゆとりある住環境の奨励と支援
地域の豊かな暮らしを視点とした住民満足度や達成度の評価ができるシステム整備
(住民主体のまちづくりコミュニティづくりやモニター制度の検討等)
多様なライフスタイルを可能にし、人生を豊かにする暮らしづくり など

重点実現項目：重点実現項目： ｢｢元気に老いる元気に老いる｣｣熟年力を活かしたまちづくりの推進熟年力を活かしたまちづくりの推進
～～身体の健康だけでなく、精神的な活力を活かす場を創り、すべての世代が元気なまち身体の健康だけでなく、精神的な活力を活かす場を創り、すべての世代が元気なまち～～

<<活動展開の一例活動展開の一例>>
すべての世代が活発に交流するコミュニティや施設、まちづくりの推進
民間資本やＮＰＯ、ボランティアを活用した高齢者福祉拡充
地域における＊オープン型高齢者福祉施設やサービスの開発と実施
高齢者の持っている経験豊かな知恵を生かせる場の創出 など

<<活動展開の一例活動展開の一例>>
出産育児に最適な環境をつくる（0歳児保育の充実・待機児童ゼロ・新教育システム開発など）
地域住民による歴史・自然・伝統文化を活かした地域学校教育のプログラム開発と
実践
医療・福祉・育児・家事支援サービスを提供する生活関連産業の重点育成
日本一の通学(楽)環境の整備 など

重点実現項目：重点実現項目：｢｢子育て子育て･･教育教育｣｣の分野で日本のモデル地域となるの分野で日本のモデル地域となる
｢｢2121世紀の米百俵プログラム世紀の米百俵プログラム｣｣の開発・推進の開発・推進

～子どもたちの～子どもたちの｢｢豊かな才能豊かな才能｣｣を発見し、みんなで育てるまちづくり～を発見し、みんなで育てるまちづくり～

＊｢オープン型高齢者福祉施設｣ ＝障害や症状の改善を促進する交流活動を考慮した福祉施設

新市地域らしさ価値 その3：世代がつながる安住都市世代がつながる安住都市 ～未来人を育む資源博物館・新ながおか～

実現すべき事柄実現すべき事柄

現状の強み現状の強み
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「新市地域らしさ価値」重点実現項目と活動展開例「新市地域らしさ価値」重点実現項目と活動展開例④④

WillWill

CanCan

見極める見極める<<アイデンティティの確立アイデンティティの確立･･一貫性一貫性>>
長岡独自の交通、都市機能ネットワークの構築
高い交通利便性をいかしたまち
癒しのまち
各地の多様な価値を尊重する観光開発
山と里と都市の調和
身近な自然がうれしいまちづくり
山(癒し)と生活(潤い)のみどりがバランスしたまちづくり

発信する発信する<<情報発信力強化情報発信力強化･･機会の多様化機会の多様化>>
地域に残る文化を結び、新たな文化を育むまち
各地域の文化を尊重し、結びつけて保全活用
美しい河川、森林を次世代に残す
豊かな地域の個性をつなぎ、長岡らしさをつくる
おいしい水と食で来訪者をむかえるまち
｢食｣をキーワードとした地域の活性化
豊かな自然の保全と積極的な活用
グローバル中に、伝統的な教えも大切にするまち
地域文化と人的資源の活発な交流が見られるまち
伝統と実績を広くアピール

育てる育てる<<人材育成人材育成･･ブランド育成ブランド育成>>
地域文化の保全と活用を図るしくみとルートがあるまち
官民協力の時代にあった斬新な行政サービスの展開
食文化、食による地域活性化

地域文化保全と活用を図る
しくみとルートがあるまち
食文化、食で地域活性化

見極める見極める

発信する発信する

育てる育てる

重点実現項目：重点実現項目：地域資源を活用した新ながおか地域資源を活用した新ながおか＊コンベンション・シティの創設コンベンション・シティの創設
～～地域資源地域資源･･特性を活用した地域内外の交流機会の創設特性を活用した地域内外の交流機会の創設～～

<<活動展開の一例活動展開の一例>>

地域内外の交流拡大を促進する体験型観光メニューの開発
新ながおか交流革命(30万人の先進的な都市機能エリアの創出)の推進
地域のまつりに訪れる観光客が地域の暮らしを体験できるもてなし体制の整備 など

＊｢コンベンション･シティ｣ ＝種々の会議やイベントを開催する環境を備え、それらの開催をもって地域発展の基礎としてる都市

重点実現項目：重点実現項目： ｢｢暮らしたい暮らしたい｣｣ ｢｢働きたい働きたい｣｣ ｢｢遊びたい遊びたい｣｣・・・魅力あるまちを目指す・・・魅力あるまちを目指す
～すべての市民が～すべての市民が｢｢新ながおか新ながおか｣｣に誇りを持てる都市の実現～に誇りを持てる都市の実現～

<<活動展開の一例活動展開の一例>>
各地域の自然・伝統・文化を連携した新たな観光ブランドの創出
農業体験、棚田保全ボランティア、自然学習観光等の市民力による体験メニューの
開発
訪れたい地域としての魅力度向上のための地域をあげたサービス品質の向上 など

<<活動展開の一例活動展開の一例>>

｢酒｣｢花火｣｢食｣｢雪｣サミットなどで「新ながおか」の魅力を発信
食をテーマにした郷土料理コンテストの実施
利雪・親雪で豪雪地帯を観光資源として発信
各地域の花火を集結した祭り週間・旬間の設定による祭りの集中的な実施
伝統の舞や神楽等の集中公演と伝統工芸展示を組合わせたイベント等の実施
など

重点実現項目：重点実現項目：すべての市民が「新ながおか親善大使」すべての市民が「新ながおか親善大使」
～～地域の伝統文化、魅力をテーマとしたイベントの開発と実施地域の伝統文化、魅力をテーマとしたイベントの開発と実施～～

協調性があり、人情に厚い
地域パーソナリティ

実現すべき事柄実現すべき事柄

現状の強み現状の強み

新市地域らしさ価値 その4：世界をつなげる和らぎ交流都市世界をつなげる和らぎ交流都市 ～「人」｢ものがたり｣「競和国」・新ながおか～










