
シティプロモーションワーキンググループの実施について 

 

 

１．概要 

平成 29年度は、中井町シティプロモーション戦略指針の策定にあたり、町民等の意見や提案を集約

するためにワーキンググループを開催。これまでのワーキンググループでの意見や提案を踏まえて、中

井町にしっくりくる魅力を絞っていく。 

 

２．実施の流れ 

平成 29年度は、３回の開催を予定。以下の流れで作業を行う。 

 

   ○第１回ワーキンググループ（平成 29年 12月 26日開催） 

     『シティプロモーションのメインターゲットを考える』 

       昨年度のワーキンググループ等で出された内容を踏まえ、新たな気づき等を加えて魅力

出し、キーワード化 

   ○第２回ワーキンググループ（平成 30年 1月 18日開催予定） 

     『ブランドメッセージ案出し』 

       キーワードをもとに、メッセージを磨き込み 

   ○第３回ワーキンググループ（平成 30年 2月上旬） 

     『ブランドメッセージ最終精査・実施可能なプロモーション手法の検討』 

 

３．第１回中井町シティプロモーションワーキンググループの概要 

 

【開催内容】 

日 時：平成 29年 12月 26日（金） 18:30～20:30 

会 場：中井町農村環境改善センター ２階 研修室 

  参加者：28名（町民等 15名、職員 13名） 

 

【ワーク内容】 

◆グループワーク①（中井町の魅力をもう一度書き出す） 

   ・５つのグループを作成（６名構成×３グループ、５名構成×２グループ） 

   ・これまで出された魅力をステップアップさせ、気づいていない魅力も含めて、思いつく中井町の

魅力キーワードをあるだけ付箋に書き出してもらう 

◆グループワーク②（その魅力は誰にとっての魅力なのかを考える）／発表 

・グループワーク①の分類を基に誰にとっての魅力なのか分類 

   ・各グループよりワーク①②の発表 

◆グループワーク③（ターゲットにどんなキーワードが刺さるかを考える） 

   ・ターゲットに合わせたツアータイトル、ツアー内容を考える 

 

資料４ 



＜発表＞（中井町の魅力をもう一度書き出す／その魅力は誰にとっての魅力なのかを考える） 

 

第１グループ 

 

 

・子どもむけ 

・公園とか、子供向けしそうなものがある 

・ウォーキング好きの高齢者も来られる公園 

・自然→写真家の方も多い、年配の方、山ガール 

・畑が空いているからこれから農業考えている方 

・お年寄りが元気な町。 

・水がおいしい、空気がおいしいというのが元気でいられる一つの要素 

・サラリーマン家庭向け、渋滞がない、道が整備されている、インターが近いなど 

・車を使って通勤する人には向いているのでは。土地が安いので車を複数所有して。 

・自営業、商業、流通関係の方もインターが近いから・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども　小、中、高生 サラリーマン、自営業 鳥などの写真家、ウォーキング好きの年配、山ガール

子どもたちが素直、純粋 東名インターがある　秦野中井ＩＣ 彫刻作品が凄い

なかまる おまわりさんが優しい 楓窯陶芸工房

人は仲良くなると優しい パークゴルフのコースが安くて良い 古怒田からの景色

もんぺに竹かごをしょったおばあちゃん しょうが、はちみつ 星が良く見える

人口1万人未満 企業がたくさんある 駅が無い

みかんを配ってくれる方が多い 道が走りやすい 富士山が見える

お祭りがすごい 働き者 大山

ケーブルテレビ、新聞社などがすぐ取材してくれる 竹とうろうの夕べ　竹が沢山ある 水がキレイ

主婦、20代～、農家になりたい夫婦・・・ 夜が静か 鳥の種類が多い

お年寄りが元気 交通が便利、多方面へ行きやすい　井ノ口 親しみ

自然の中での暮らし 小田急もＪＲも近い 鳥が鳴く声で目覚めることができる

川 居酒屋のサービスがすごい シラサギがキレイ

空気がきれい 湘南ナンバーの車、バイクに乗れる 散歩中に野菜をたくさんもらう

五所宮のお祭り 道端の野菜直売所

教育熱心 夕日がとてもきれい

みかん 震生湖

中央公園が充実している

公園にカフェができた

里都まちカフェ

小中学校が広くてきれい

野球場が広い　Ｐも！！

商業施設が急増中

ブルックス

生態系が豊か

<　第1グループ　キーワード　>



第２グループ 

 

 

●戸建てを持ちたい子育て世代 

・子育て支援の充実、学校給食が充実、人口が少ない、 

・広い住宅が持てる、近隣と比較しても土地が安い 

・集合住宅に住みたくない人にはいい。 

・治安の良さ、駅がないことはデメリットだが、駅があることのデメリットがない 

・交通の便が良い、西湘バイパス・小田原厚木道路・東名、渋滞しない 

・保育園の待機児童がない 

●セカンドライフ、シニア世代 

・自然が豊か、夜は動物が出る、山ではなく丘が多い 

・防災面も良い。大きな氾濫する川もない。 

・外から入ってきてもコニュニティを利用しやすい、 

人間関係も深い 

 

※逆転の発想をしている。1つのヒントになる。 

 

セカンドライフを静かに自然の中で

ゆったりと過ごしたいシニア世代
共通事項

夢のマイホーム！自然を感じられる治安のよい町で

これから子育てをしたい夫婦

パークゴルフ場がある 旧道が多い 中学校に給食がある

みかん 畑が多い 子育て支援・助成が手厚い

おいしい野菜が育つ畑 富士山がみえる場所がたくさんある 待機児童ゼロ

口座に参加しやすい 水がきれい 小中学校の人数が少ない　手厚い！

湿生公園の生きもの(カワセミ、ホタル) 子どもの運動会の場所取りが不要！

老人が多い 幼・小・中で連携している

山緑が多い 子ども園で里山に行ける

お祭り 中央公園

景色がよい 小中学生は落ち着いている

自然 動物を見かける、動物が多い

里都まちカフェ 厳島湿生公園

外国人が多い 公園が多い

なかいファミリークリニックの先生は親切 高校がない

なかまるがかわいい インターから近い

役場と住民の距離が近い 家を建てやすい　安くて広い

人間関係が深い 車だと交通の便が良い

あおばができて買い物が便利 駅が無い、静か

大きな川がない ザリガニつりができる

人口密度が低い 都心から1時間

災害が少ない 図書室の本が借りやすい

強風少ない 竹がいっぱい

山ではなく丘が多い いのししがいる

治安がよい ホタルがきれい

鳥が多い　鳴き声

夜暗い、星も見れる

なかいの水で炊くごはんはおいしい

商店街がない

ダイヤモンド富士が見れる

多くの市町と接している

鹿、猪はいるけど熊はいない

<　第2グループ　キーワード　>



第３グループ 

 

 

●子育て世代 20代 

・中央公園ローラーすべり台。パークゴルフ、富士山がキレイに見える。 

・湿生公園。 

・富士山がきれいに見える。 

●50代女性向け 

・犯罪が少ない、自然を求める人に。 

・蛍が住んでいる。温泉掘ってみてほしい。 

●40代男性 

・何もないということが「中井町」といえる 

・羽田空港？まで 1時間 

（婚姻届けがカワイイから書きたい！！） 

 

 

 

 

 

 

 

 

子育て世代 50代女性 40代男性

水道水が安心して飲める 町民全員がお友達 静かで集中できる

水道が安い 古怒田からの眺め 合併しなくてよかったと言われた

水がきれい、おいしい 町全体がのんびりしている 気候が温暖

子ども、高齢者への手厚いサポート 富士山がきれい　ダイヤモンド富士、遠藤原からの富士 中井って○○というイメージができあがっていない　外から見て

学校のプールが無料 水と空気と緑 関東の1件である首都圏である

バレーボール 竹がある、山森がいい 外へ出ても帰ってくる人が多い

コニュニティ食堂「おにぎり」 畑の風景がいい 5市町と接している

地域で子育てをしている 広葉樹が？生 曲淵古景という侍がいた

インターが近い　小田原、西湘、東名 ウォーキングコースが多い 何にもない町なかいまちと言える「良さ」

中央公園 五所宮のお祭り 民法の主要キー局が全て見れる

ローラーすべり台 五所八幡宮のおはやし 空港が近い　1Ｈで行ける　羽田

パークゴルフ場がきれい こじゃれてなくていい 活動している方が多い

やぎの里 天然記念物がふつうにいる みのさか神社

湿生公園　パワースポット 何があっても地域住民は行政に見捨てられない 岩倉の古地図が今とほとんど変わらない

ウシがいる 珍しい植物を作っている人複数 東京にも通いに行ける

富士山がキレイに見える　中央公園 町長と町民が近いのでなんでも相談にのってもらえる 何にも染まってない

本当は便利　車さえあれば 掘ればきっと温泉が出る 「ない」という魅力　渋滞、喧騒、犯罪　ネガティブじゃなく

子どもをたくさん産んでいる人が多い 神奈川県であるを名乗れる 昔からある家が多い

丁度いい距離の田舎 お散歩するのにいい所 ドコモ、au、softbank　どれも使える

ブルックスで足湯 海も山も温泉も近い 有名なゴルフ場があって高級車がいっぱい

中井ＳＡプラットパーク 地域の連携が多い

コンパクトにまとまっている

大地が比較的安定

犯罪が少ない

ヤクザがいない

震生湖

ホタルが住んでいる

マーケットがある

いろいろな野菜がとれる

<　第3グループ　キーワード　>



第４グループ 

 

 

若い人をターゲットに。 

●学生向け 

・故郷に帰ってきたような気持になる。公園で若者も遊んでほしい 

・自然の中でゆっくりとお金をかけなくても一日過ごせる 

●子供のいない独身、単身 

・渋滞が少ない、道が混まない 

・自然が豊か、いい仕事もあるんじゃないか 

・中井町は丘になっているから、富士山、丹沢、箱根、景色のいいところ 

●子供のいる家庭 

・自然の中で子供を育てたい方におすすめ 

・のんびりしている、水が美味しい、ビルも少ない、 

・子ども食堂がある、きつね、たぬきに会える 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもあり

　自然の中で育てたい
共通？ 子どもなし 学生

人のつながりが深い 東名のＩＣが近い 静か 人がやさしい

のんびりしてる 野菜が美味しい 渋滞がない ゆっくりあるける

みかんマルシェ 新鮮な野菜がある 海も山も近い 時間の流れがゆっくり

湿生公園で散歩ができる
お母さんたちの活躍の場がある

(Ｌｅｉファーマーズマーケット)

パーソナルカラー診断する美容室？

コットン
沢山の人が話しかけてくれる

駅が無い分有害(ドラッグ等)なものが入ってこない 企業が多い 自然豊か ローラーすべり台

スイカがおいしい 車道を歩ける 里都まちカフェ 中井を盛り上げようとしている人が多い

中村と井ノ口が分断されている 蓮の花 忘れられた自然がある

水がおいしい 公共物をきれいに使う町民 故郷に帰ってきた気持ちになる

ビルがない 富士山がきれいに見える お金を使わない

まちのテーマソング 丹沢、箱根、富士山が近くに感じる

江戸民具博物館 ダイヤモンド富士 ホームシックになりにおいで

子ども食堂 道がすいてる おかえり！故郷感じる帰省ツアー

キツネに会えるタヌキにも 大井・松田に抜ける道がある 初めて！田舎体験ツアー

林がすぐ近くになる 小さいけど山がある 友達と歩こう　里都まち中井

神奈川県西部の入口

自然児に育てよう

子どもの頃の遊びを子どもに のんきな自分を見つけよう

里都まちガイドと歩く里都まちツアー

自由に遊ぶ巡る

<　第4グループ　キーワード、くどき文句・ツアータイトル　>



第５グループ 

 

 

●都内在住大学生向け 

・大学卒業後、帰ってきてもらうため 

・インスタばえ、フェスティバルもある、イベントに参加してもらいたい 

●東京都 40～50代カメラマン向け 

・写真スポットが沢山ある。祭のいい写真をとって広めてほしい 

・中井中央公園には富士山、すべり台 

●茅ケ崎市在住もてない人向け 

・庶民的な魅力、しいたけ 

・交通の便も良い、観光スポットとして 

・パークゴルフ、カートレース場など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茅ケ崎市　30代男性　モテない人 共通？ 東京都　40代　カメラマン 都内在住　中井出身　20代女性

西湘バイパスが近い 道祖神がいっぱい サギ ○○講がある(秘密結社みたいなの？)

親しみやすい職員 里山がいい 蓮池のハス ファーマーズマーケットＬｅｉ

いざかやの送迎は「基本」 竹灯竜の夕べ パノラマ風景がきれい 自然とスポーツ、遊び

カートレース場 みかぽん こぬたの夜景 地域の集まり

渋滞がない 蛍が飛んでいる フェスティバル

鳴若会 自然がたくさんある チョコレートのにおいがする町

グリーンテクなかい 富士山が美しい 黒田綾人

オンデマンドバス 野鳥 あかりの祭典

魚久 田園風景 みかんマルシェ

しいたけ　県ゆで有数のおいしさ 海も山も近い 101ｍのローラー滑り台

なかまる 1家に1本キンモクセイ 野菜がなんでも作れる

野球場が立派 東名のインターでどこでもドア こども食堂

パークゴルフ 五所八幡宮例大祭 里都まちカフェ

ＭＴＢコースがgood ダイヤモンド富士が見える 中学校が1校なのでみんな知り合い

ピースハウス病院 遠藤原のねぎ 生姜

なまず料理 水道水が地下水100％

中井パーキングがかわいい バレーボール強い

みかんが特産 トマト

中井音踊 ブルックスカフェ

さぎの舞 テニスが強い

6つの市町に囲まれている

<　第5グループ　キーワード　>



グループワーク③（ターゲットにどんなキーワードが刺さるかを考える） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※くどき文句、ツアータイトル作りの作業の続きを、次回実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


