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本区では、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催等を契機とし、国内外に区の魅力を積極的・戦略的に発信するため、ブランディング戦略について検討してきました。この度、平成28年度以降、区がブランド化するための事業やＰＲ等についてまとめた「江東区ブランディング戦略」を策定いたしました。平成27年10月、本区のブランドコンセプトを「 SPORTS & SUPPORTS KOTO City inTOKYO スポーツと人情が熱いまち 江東区」 に決定しました。これは、すべての区市町村の中で最も多くの大会会場が整備されるなど充実したスポーツ環境と、伝統的に受け継がれてきた下町人情こそが、本区の魅力・強みであることから決定したものです。今後、区では、本戦略をもとに様々な取り組みを通じて、「スポーツ」と「人情」を国内外に向けて広く周知・発信してまいります。本戦略は、江東区ブランディング戦略検討委員会での検討を踏まえ、区として策定したものです。学識経験者や区内産業団体・企業の委員、区職員で構成された江東区ブランディング戦略検討委員会では、ブランドコンセプトやロゴマークの決定をはじめとして、区のブランド化について、平成27年度に様々な視点から検討していただきました。本区は、近年急速に人口が増加しており、平成27年6月には、ついに人口50万人を突破しました。さらに、平成28年11月には豊洲市場の開場、 2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催などにより、区を訪れる観光客数の増加も見込まれ、日本全国、世界中から注目を集めることとなります。これらを好機と捉え、本戦略の推進を通じて、「江東区が好き」、「江東区を訪れたい」、「江東区に住み続けたい」といった真に江東区を愛してくれる方々を着実に増やしてまいります。本戦略の推進にあたりましては、区民や民間団体などの皆さまとの連携・協働が必要不可欠です。本戦略の実現に向け、皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

江東区ブランディング戦略の策定にあたって
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１．江東区ブランディング戦略策定の背景と目的１．江東区ブランディング戦略策定の背景と目的１．江東区ブランディング戦略策定の背景と目的１．江東区ブランディング戦略策定の背景と目的

（１）江東区を取り巻く社会環境の変化（１）江東区を取り巻く社会環境の変化（１）江東区を取り巻く社会環境の変化（１）江東区を取り巻く社会環境の変化①人口増に伴う新旧住民間の交流不足、南部地域における新たな行政課題全国的に少子化が叫ばれ、国内人口が減少傾向にある中、江東区では南部地域の大規模開発に伴うファミリー世帯の流入などにより、人口増加の傾向にあります。この傾向は今後も暫く続くと見込まれており、区に新たな活力をもたらす一方、新旧住民間の交流不足や南部地域における公共施設の適切な整備など新たな行政課題を生み出しています。②2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う区内・区外へのＰＲ2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、全区市町村の中で最も多くの競技会場が配置されます。大会の開催に伴い、世界中から区への注目が高まり、来訪者の増が見込まれます。そのため、区内に対しては大会に向けての気運醸成を図る必要があります。また区外・国外に対しては区を知ってもらう絶好の機会となります。③豊洲市場の開場平成28年11月、現在の築地市場が豊洲に移転し、新たなにぎわいの場が創出されます。豊洲への移転整備にあたり、南北交通網の充実や環境への配慮など、東京都との連携を図り、区民や来訪者にとって素晴らしい施設にしていく必要があります。④観光客の増加、旅行者の受け入れ態勢の充実本区、東京都における観光動向として、旅行者数は増加傾向にあり、訪都旅行者数は平成26年に5億1,512万人と過去最高の旅行者数を更新しています。また、昨今の諸外国のジャパンコンテンツに対する関心増や円安の恩恵等から訪日外国人旅行者は急増し、平成27年には1,973万人（推計値）※となりました。こうした状況から、日本全国各地において、旅行者の受け入れ態勢の充実が喫緊の課題となっています。※出典：日本政府観光局「2015年 訪日外客数」
（２）江東区ブランディング戦略の目的・効果（２）江東区ブランディング戦略の目的・効果（２）江東区ブランディング戦略の目的・効果（２）江東区ブランディング戦略の目的・効果江東区ブランディング戦略（以下、ブランディング戦略）の目的は、今回策定したブランドコンセプト（区の魅力や強みを言葉で分かりやすく表現したもの）及びロゴマーク等の普及を通じて、区の魅力を国内外に広くＰＲし、多くの人に、「江東区を訪れてみたい」「江東区に住んでみたい」と思ってもらうとともに、2020年東京オリンピック・パラリンピックの競技観戦を目的とした来訪者に、多様な魅力あるまちとしての江東区を強く印象付け、今後も継続的に江東区を訪れてもらうリピーターづくりを行うことです。さらに、ブランドコンセプトを多くの区民が共有し、区に対する誇りを改めて感じてもらい、「江東区に住み続けたい」と思う文化的土壌を育むことで、近年の転入世帯の定住意向の上昇を図るとともに、交流不足による意識の乖離が課題となっている新旧住民に対し「江東区民」としての共通意識を育成します。

Ⅰ 江東区ブランディング戦略Ⅰ 江東区ブランディング戦略Ⅰ 江東区ブランディング戦略Ⅰ 江東区ブランディング戦略
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江東区の魅力や強みを向上、強化する取り組み

江東区の魅力や強みを向上、強化する取り組み

江東区ブランディング戦略の背景江東区ブランディング戦略の背景江東区ブランディング戦略の背景江東区ブランディング戦略の背景

人口の増加 観光客の増加江東区を取り巻く社会環境

江東区を特に意識しない。 江東区が好き。 江東区民であることを誇りに思う。（住み続けたい）

江東区を知らない。 江東区を知っている。 江東区が好き。（訪れたい・住みたい）
・江東区に対する認知を向上させ、区外の人が、「江東区を訪れたい、江

東区に住んでみたい」と思うまちづくりを促進する

（１）区民の江東区イメージの引き上げ

東京オリンピック・パラリンピックの開催 豊洲市場の開場
江東区の魅力を国内外に知ってもらう絶好の機会

（２）区外の人の江東区イメージの引き上げ

・東京オリンピック・パラリンピックを契機としたブランディング戦略を

通じて、区民が改めて江東区に誇りを持てるまちへとする

江東区ブランディング戦略の目的江東区ブランディング戦略の目的江東区ブランディング戦略の目的江東区ブランディング戦略の目的

レベル１レベル１レベル１レベル１ レベル３レベル３レベル３レベル３レベル２レベル２レベル２レベル２

レベル１レベル１レベル１レベル１ レベル３レベル３レベル３レベル３レベル２レベル２レベル２レベル２
江東区に関心を持ち、好きになってもらう取り組み 江東区を誇りに思ってもらう取り組み 江東区イメージの引き上げを江東区とともに実施

江東区を知ってもらう取り組み 江東区に関心を持ち、好きになってもらう取り組み 江東区に訪れてもらう、住んでもらう取り組み
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所属 氏名所属 氏名所属 氏名所属 氏名
外部委員

国立大学法人東京海洋大学産学・地域連携推進機構 准教授 川名 優孝武蔵野大学法学部 講師 後藤 新東京商工会議所江東支部 事務局次長 寺田 直子江東区商店街連合会 副会長 本間 修株式会社LIXIL 住宅研究所広報・宣伝部 係長 千明 和彦日本ユニシス株式会社総合マーケティング部IOTサービス戦略企画室 主任 下拂 直樹

庁内委員
政策経営部長 押田 文子（委員長）政策経営部企画課長 武田 正孝（副委員長）政策経営部東京2020オリンピック・パラリンピック開催準備担当課長 福田 陽代政策経営部広報広聴課広報係 主任主事 大谷 真司総務部職員課人事係 主任主事 小林 伸地域振興部文化観光課観光推進係 主任主事 水内 隆賀区民部区民課証明係 主任主事 松山 雅則福祉部福祉課施設整備支援係 主任主事 渡邊 英俊生活支援部医療保険課庶務係 主任主事 青柳 徳将健康部城東南部保健相談所保健指導担当 主任主事 藤原 紀子こども未来部子育て支援課こども家庭支援係 主事 中山 裕美子環境清掃部清掃事務所作業係 主任主事 大石 恭子都市整備部住宅課住宅指導係 主任主事 松下 裕土木部交通対策課交通係 主任主事 村松 大教育委員会事務局学務課学事係 主任主事 佐藤 雅俊

（１）江東区ブランディング戦略検討委員会の位置づけと役割平成27年6月1日、ブランディング戦略の構築について協議し検討するため、学識経験者や区内産業団体・企業など、外部委員6名、江東区各部を代表する職員15名による「江東区ブランディング戦略検討委員会（以下、検討委員会）」（委員長：江東区政策経営部長）を設置しました。検討委員会の役割は、ブランディング戦略の方向性やブランドコンセプトの決定、ロゴマークの決定、ブランドを浸透させるための今後の取り組み等について検討することです。
２．江東区ブランディング戦略検討委員会の設置

（２）江東区ブランディング戦略検討委員会メンバー
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ブランディング戦略を決定するため、検討委員会を中心に、以下のような取り組みを行いました。〇第1回検討委員会 平成27年6月1日（月）内容：ブランディング戦略の事業概要についてブランディング戦略にかかる「基本要素の抽出」〇第2回検討委員会 平成27年8月26日（水）内容：ブランドコンセプトの検討ロゴマークの検討ＰＲ事業の検討〇有識者ヒアリング①②対象：①平成27年9月11日（金）株式会社スポーツニッポン新聞社②平成27年10月14日（水）アシックスジャパン株式会社〇第3回検討委員会 平成27年10月16日（金）内容：ブランドコンセプトの決定ロゴマークの募集ワークショップの開催〇有識者ヒアリング③④対象：③平成27年10月29日（木）江東区国際友好連絡会④平成27年10月29日（木）タイムアウト東京株式会社〇ワークショップ①②③会場：11月29日（日）亀戸文化センター12月 6日（日）豊洲アーバンポイント12月13日（日）江東区文化センター〇第4回検討委員会 平成28年2月2日（火）内容：有識者ヒアリング、ワークショップの実施結果ブランディング戦略（案）の検討ロゴマークの取扱いロゴマークの最終選考〇第5回検討委員会 平成28年3月22日（火）内容：ロゴマークの決定ブランディング戦略（案）の検討※ブランディング戦略の策定は区へ引き継がれることとなりました。

３．江東区ブランディング戦略決定に向けた取り組み
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１．基本要素の抽出ブランドコンセプト策定にあたり、江東区を取り巻く社会環境や江東区長期計画等を参考に区の魅力やブランドコンセプトに反映すべきキーワードを抽出しました。
Ⅱ ブランドコンセプトの決定

江東区を取り巻く社会環境基本理念 次の世代が誇れる江東区をつくります 区民と区がともに責任を持って江東区をつくります 区民が生き生きと暮らせる江東区をつくります将来像5つの大綱 みんなでつくる伝統、未来 水彩都市・江東水と緑豊かな地球環境にやさしいまち 未来を担うこどもを育むまち 区民の力で築く元気に輝くまち ともに支え合い、健康に生き生きと暮らせるまち 住みよさを実感できる世界に誇れるまち

各種計画からのキーワード

基本要素

将来展望・区政方針等次代に誇れるまちづくり地域文化の活用と観光振興コミュニティの活性化等 都市形成の方向性水と緑あふれる環境にやさしいまち身近な緑の育成等 環境への配慮環境負荷の少ない地域づくり積極的な木材利用の推進校庭の芝生化、屋上緑化等健康・医療・福祉保健・医療体制の充実化ともに支えあい暮らせる街等 子育て支援・教育実質的待機児童の解消保育サービスの充実地域ぐるみの子育て家庭支援等 高齢者・障害者支援誰もが自立し暮らせる福祉施策ユニバーサルデザインのまちづくり等生活者支援区民が生き生きと暮らせるまち安心して快適に暮らせる街等 区民連携協働（対応、相互理解、評価）個性を尊重し、活かしあう地域区民と区がともに責任を持つ等 賑わい・交流・産業育成環境変化に対応した商店街振興地域産業の育成区内中小企業の育成等地域課題への対応南北交通の利便性向上南部地域の公共施設整備 防災・安心・安全不燃領域率70％の実現災害に強い都市の形成事故や犯罪のないまち等 東京オリンピック・パラリンピックレガシー東京オリンピック・パラリンピックを生かしたまちづくりスポーツ振興、ボランティア活動推進、観光等への対応等

江東区長期計画
人口の増加 東京オリンピック・パラリンピックの開催 豊洲市場の開場 観光客の増加
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検討委員会で抽出された要素

優れた機能・施設 区民の特性・特徴 歴史・伝統関連
ブランディング事業で生かすべき視点 ロゴマークの活用等 地域や社会的課題への反映

多くの五輪施設が集積豊洲市場の整備五輪関連賑わい施設の整備促進人口増が続いているコーヒー店出店ラッシュたくさんの外国人ダイバーシティ 等
都心との程良い距離感がある緑による季節や自然が感じられる多くの河川・運河により、豊かな水辺環境がある大規模公園や親水公園が整備されているバリアフリー 等

まちづくりの特性 近年の特徴・特性 スポーツ特性・特徴たくさんのスポーツ施設夢の島での合同運動会荒川サイクリングロード終着点である水に関する複数の競技若洲のキャンプ場釣りスポットが多い 等大型客船ターミナル整備空港へのアクセスよい東京都現代美術館日本科学未来館若洲、青海、中央防波堤ゲートブリッジごみ処理場 等
人を助け合う精神に溢れている「ちょうどいい文化」が醸成している子育て世代が多いお祭り等地元事業に協力的コミュニティ自治がしっかりしている等 門前仲町などの界隈性深川・亀戸・大島・砂町等の祭り砂町銀座の賑わい地名にも風情時代小説の舞台富岡八幡宮、力士の石碑 等商店街や大学など区内関係団体、機関を活用したブランド推進水路（河川や運河）の活用、水辺の利活用（舟運の復活）木づかい運動（木場の存在を生かした国産木材の活用）水辺・海を使った教育事業推進（海のあることをこどもに意識化）等
既存の区のマークとの位置づけ、利活用の方向性を明確に地元の資産をベースとしたシナリオ化・物語化（先端性を打ち出すか、下町文化を打ち出すか、その方向性との兼ね合い）ロゴマークを作って終了するのではなく、レガシーへと結びつける 等

南北で分断された地域文化を五輪を契機に融合させる仕組みづくり少子高齢化社会等の諸課題に対応する考え方の打ち出し障害者配慮への意識を高める施策等の推進中小企業の再活性に資するプロジェクトの推進 等
都市・地域資産（水と緑）の反映（水路、水辺等の貴重な空間を生かした街） 都市のポジショニング・差別化（ちょうどいい文化をベースに）
都市形成の躍動感の打ち出し（スマートシティ、コンパクトシティ等） 区民の人情・人間性等の可視化（おせっかい文化、おもてなしのある街等）スポーツ文化の特性を訴求（恵まれたスポーツ環境を生かした街） 社会的課題解消の拠点化・シンボル化（ユニバーサルデザイン、健康寿命延伸等）
歴史・下町を生かした街の魅力化（下町文化の継承、広域下町連携軸形成等） 自助・共助の地域性を象徴化（行政に依存せずに助け合う街の特性）

ブランドコンセプトに反映すべき８つのキーワード

２．キーワードの決定抽出した要素を検討委員会で議論した結果、ブランドコンセプトに反映すべき8つのキーワードを以下の通り決定しました。
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３．コンセプトワードの決定

スポーツコミュニティ発展都市 人情下町おもてなし都市

前述のキーワードをベースに、区の魅力や強みを表現する7つのコンセプトワードを以下の通り作成し、第2回検討委員会で機論した結果、「スポーツコミュニティ発展都市」及び「人情下町おもてなし都市」に決定しました。 8つのキーワード
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４．ブランドコンセプトの決定決定したコンセプトワード「スポーツコミュニティ発展都市」「人情下町おもてなし都市」に基づき以下の４案を作成しました。

自転車の乗り方を教えてくれた、お父さん。

公園でキャッチボールをしてくれた、となりのお兄さん。

試合に負けた帰り道、声をかけてくれた、商店街のおばあちゃん。

江東区には、いつもスポーツと人情があります。

2020年。

東京で、最も多くの競技場が集中する江東区。

国境、年齢、障害・・・

あらゆる違いを越える熱いサポート力で、

誰もがスポーツに熱くなれます。

SPORTS & SUPPORTS

KOTO City in TOKYO

スポーツと人情が熱いまち 江東区

ボディコピー

第１案：SPORTS & SUPPORTS KOTO City in TOKYO スポーツと人情が熱いまち 江東区第２案：SPORTSFUL! KOTO in TOKYO 運動区！江東区第３案：HEARTFUL EMOTION IN KOTO,TOKYO. KOTOMOTION. 江東情緒で、おもてなし。江東区第４案：∞ DIVERSITY,0 BARRIER. KOTO,TOKYO 無限多様性、ゼロバリア。江東区上記の４案について検討した結果、全区市町村で最も多くの大会会場が整備されるなど充実したスポーツ環境と、伝統的に受け継がれてきた下町人情こそが、国内外にＰＲするにふさわしい区の魅力・強みであるということから、第１案に決定しました。
ブランドコンセプト

スポーツと人情が熱いまち 江東区

SPORTS & SUPPORTS

KOTO City in TOKYO

また、上記のブランドコンセプトにおけるイメージを共有するものとしてボディコピーを以下のとおり決定しました。
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１．ロゴマークの公募・募集概要１．ロゴマークの公募・募集概要１．ロゴマークの公募・募集概要１．ロゴマークの公募・募集概要

①趣旨平成32年の東京オリンピック・パラリンピックを契機として、江東区を国内外へアピールするためのブランドコンセプト「SPORTS & SUPPORTS KOTO City in TOKYO スポーツと人情が熱いまち 江東区」を「ロゴマーク」にしてください。
②応募資格日本国籍の方および日本在住の外国籍の方
③応募条件応募作品は自作であり未発表のもので、他の著作権や商標権等の権利を侵害しないものに限る。カラーだけではなく、モノクロや拡大・縮小で再現してもデザインイメージの変化が少ないこと。
④審査江東区ブランディング戦略検討委員会で審査・決定
⑤発表平成28年3月20日に区ホームページ、3月21日にこうとう区報で公表
⑥賞採用された方には、現金50万円を進呈
⑦留意事項○類似デザイン等、デザインに関する責任は応募者にあり、区では責任は負いません。○応募作品は返却しません。○採用作品以外の応募作品は公表しません。○補正、修正する場合があります。○応募作品の一切の権利は区に帰属します。○作品や個人情報は区が適切に管理・使用します。

Ⅲ ロゴマークの決定Ⅲ ロゴマークの決定Ⅲ ロゴマークの決定Ⅲ ロゴマークの決定
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２．ロゴマークの選考２．ロゴマークの選考２．ロゴマークの選考２．ロゴマークの選考

①一次選考ブランドコンセプトを体現するロゴマークの募集を行ったところ、北海道から九州まで全国から760作品の応募がありました。検討委員会事務局において760作品から20作品を選定しました。
②最終選考第4回検討委員会にて、一次選考で選定した20作品から上位10作品を選考しました。
③最終決定最上位作品から順番に商標登録等をチェックし、最初に適合したものを採用しました。
④選考スケジュール日程 内容 作品数日程 内容 作品数日程 内容 作品数日程 内容 作品数 実施主体実施主体実施主体実施主体 備考備考備考備考事務局 委員会 受賞者平成28年平成28年平成28年平成28年1/14(木)～1/14(木)～1/14(木)～1/14(木)～1/28(木)1/28(木)1/28(木)1/28(木) 一次選考 760→20 〇2/2(火)2/2(火)2/2(火)2/2(火) 最終選考 20→10 〇2/2(火)～2/2(火)～2/2(火)～2/2(火)～2/16(火)2/16(火)2/16(火)2/16(火) 最終決定 10→1 〇 商標等確認後、受賞者に通知2/17(水)～2/17(水)～2/17(水)～2/17(水)～2/29(月)2/29(月)2/29(月)2/29(月) 公表準備 1 〇 〇 デザイン調整3/20(日)3/20(日)3/20(日)3/20(日)3/21(月・休)3/21(月・休)3/21(月・休)3/21(月・休) 公表 1 〇 3/20区ホームページ3/21こうとう区報
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３．ロゴマークの決定３．ロゴマークの決定３．ロゴマークの決定３．ロゴマークの決定760の応募作品の中から、検討委員会での最終選考を経て、以下のマークに決定しました。
①ロゴマーク（基本形）

②ロゴマークのデザインハートの形は、スポーツの感動や鼓動と、江東区民の温かい人情（心）を同時に表現しています。また、文字の形は、江東区のまちなみを構成する河川・道路・建物等をイメージし、各文字の色には以下の意味を込めています。赤 スポーツの情熱、さざんか（区の花）橙 人情の温かさ、まちの賑わい緑 緑豊かな都市、自然の安らぎ青 河川、臨海部等の水辺環境紫 伝統・文化の継承、江戸情緒
③ロゴマークの展開決定したロゴマークは、平成32年に向けて、区民・事業者・区が一体となって世界中の来訪者をお迎えする旗印となるものです。従って、区役所の内部利用に留まらず、広く民間利用を促すことで、区全体の気運醸成や江東区の魅力発信につなげていきます。
④活用パターン（例）
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１．江東区ブランディング戦略の事業概要１．江東区ブランディング戦略の事業概要１．江東区ブランディング戦略の事業概要１．江東区ブランディング戦略の事業概要江東区の魅力や強みをさらに向上、強化するとともに、それらを国内外にＰＲすることにより、まずは江東区を知ってもらい、さらには江東区が好きである、訪れてみたい、住みたいと思う人を増やしていきます。具体的には、平成28年度より5年間（平成32年度まで）を重点期間とし、区民や区外の人（国内・国外）に向けて、①ブランディング事業と②ＰＲ事業を実施し、江東区を知り、好きになるきっかけづくりを行います。

Ⅳ 今後の事業展開

２．ブランディング事業２．ブランディング事業２．ブランディング事業２．ブランディング事業江東区の既存の魅力や強みをさらに強化することにより、江東区のイメージアップや訴求力の向上を図る事業です。ブランドコンセプトに基づき、スポーツと人情の2つの魅力をハード・ソフト両面から強化します。
（１）スポーツ

＜スポーツに関する取り組み基本方針＞2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会では、全区市町村で最も多くの大会会場が整備されます。また、区内には身近な場所にスポーツセンターや野球場、運動場があるなど、スポーツがしやすい環境が整っています。オリンピック・パラリンピック大会会場のレガシー活用や、より誰もが利用しやすいスポーツ施設への改修、豊富な水辺環境を活かし、カヌーやセーリングなど区ならではのスポーツ環境整備を行います。また、ソフト面での取り組みも重要です。日常的にスポーツをしている人には、さらにそれを高め、続けてもらう取り組みや区からスポーツ選手を輩出する取り組みを行います。実施していない人には、スポーツを始めるきっかけづくりなどの取り組みを行います。スポーツには野球やサッカーなど大人数で激しい動きのある運動もあれば、ウォーキングやランニングなど一人・少人数で手軽にできる運動もあります。様々なニーズに合うスポーツを通じて、こどもの体力向上や高齢者の介護予防、障害者の健康づくりなどを合わせて行います。また、スポーツを身近に感じ、積極的に観戦・応援する土壌づくりを行い、各種スポーツの普及・啓発を行います。「スポーツ」に関するブランディング事業では、誰もがスポーツに親しめる環境の整備（ハード）とともに、スポーツの普及・振興の促進（ソフト）を推進し、スポーツに熱いまちを実現します。
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※＜主な取り組み＞は平成28年3月現在、実施が決定している事業を掲載しています。今後の事業については順次検討を行います。
①誰もがスポーツに親しめる環境の整備（ハード）

＜主な取り組み＞・スポーツ施設の改修江東区長期計画（後期）に基づき、各スポーツセンターや運動場の改修、リニューアルを実施します。
②スポーツの普及・振興の促進（ソフト）

＜主な取り組み＞・スポーツを体験できるイベントの開催「こうとうこどもスポーツデー」や「（仮称）障害者スポーツフェスティバル」など様々なスポーツイベントを開催し、各種スポーツを体験できるプログラムを実施します。・パラリンピックカヌー選手輩出事業の実施2020年東京パラリンピックに江東区出身選手の輩出を目指し、支援を行います。
（２）人情

＜人情に関する取り組み基本方針＞区には伝統的に受け継がれてきた下町人情、おせっかいの文化が溢れています。地域での交流の場となってきた商店街や文化センターなどを活用し、おもてなし体制の整備を行います。おもてなしにあたっては、新旧住民の分け隔てなく、区民としての共通意識を持てる取り組みを実施し、区民や市民団体、事業者と区が協働のもと、区を訪れる人を迎えます。区を訪れる人は、外国人や高齢者、障害者など様々な人がいます。特に、2020年東京オリンピック・パラリンピックを契機として、国際交流・異文化理解の促進は重要な取り組みです。区を訪れたすべての人が、江東区は過ごしやすい、心地よいと感じてもらえるための取り組みを推進します。また、年齢・性別・国籍の違いや障害の有無などに関わらず、誰もが公平かつ快適に生活できる環境をユニバーサルデザインの視点で整備することや、多様な方々への理解を深め、お互いを尊重し支え合う「心のユニバーサルデザイン」を推進します。「人情」に関するブランディング事業では、誰もが過ごしやすく人情を感じられる環境の整備（ハード）とともに、人情を体現する「おもてなし」の強化（ソフト）を推進し、人情に熱いまちを実現します。
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①誰もが過ごしやすく人情を感じられる環境の整備（ハード）

＜主な取り組み＞・ユニバーサルデザインに基づいた施設改修、整備誰もが利用しやすい施設となるように、鉄道駅のバリアフリー化や公衆便所への洋式トイレの設置など、各施設を改修、整備します。
②人情を体現する「おもてなし」の強化（ソフト）

＜主な取り組み＞・区民ボランティアの育成おもてなし講座を開設するなど江東区独自のボランティアを育成します。・国際交流員（ＣＩＲ）の任用外国籍の「国際交流員（ＣＩＲ）」を区職員として任用し、外国人来訪者へのおもてなし体制の充実や江東区の国際化を推進します。※国際交流員（ＣＩＲ）…地方公共団体等において国際交流活動に従事する者
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３．ＰＲ事業３．ＰＲ事業３．ＰＲ事業３．ＰＲ事業ブランディング事業により強化した江東区の既存の魅力や強みを、国内外に向けて広く周知・発信する事業です。主な対象は区民及び区外の人（国内・国外）ですが、対象の中でも江東区に対する思いのレベルが異なるため、それぞれに適した取り組みを実施し、レベルアップを図ります。
（１）区民

レベル１【江東区を特に意識しない】江東区に関心を持ち、好きになってもらう取り組みを行います。
＜主な取り組み＞・区報の活用全戸配布している区報を活用し、ブランディング戦略に関する取り組みの紹介など、事業の周知を図ります。・江東区発行の印刷物等へのロゴマークの掲載江東区が発行するパンフレットや封筒等に、積極的にロゴマークを掲載します。・公共施設等へのポスター等の掲示区民が身近に利用している公共施設等にポスター掲示やのぼりの設置等を行います。
レベル２【江東区が好き】江東区を誇りに思ってもらう取り組みを行います。
＜主な取り組み＞・各種イベントでのＰＲの実施区民まつりやこうとうこどもスポーツデーなどにおいて、ブース出展やロゴマークグッズの配布を行います。
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レベル３【江東区民であることを誇りに思う（住み続けたい）】江東区イメージの引き上げを区とともに実施してもらうよう働きかけます。
＜主な取り組み＞・区民ボランティアの活用ブランディング事業により育成した江東区独自のボランティアを活用し、ボランティアを通じて区の魅力を発信してもらいます。

【ロゴマークを入れたPRグッズの例】

江東区を特に意識しない。 江東区が好き。 江東区民であることを誇りに思う。（住み続けたい）レベル１レベル１レベル１レベル１ レベル３レベル３レベル３レベル３レベル２レベル２レベル２レベル２
江東区に関心を持ち、好きになってもらう取り組み 江東区を誇りに思ってもらう取り組み 江東区イメージの引き上げを江東区とともに実施

区民の江東区イメージの引き上げ
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（２）区外の人（国内・国外）

レベル１【江東区を知らない】江東区を知ってもらう取り組みを行います。
＜主な取り組み＞・ＰＲ動画の制作ブランドコンセプトに基づいた動画を制作し、江東区の魅力をわかりやすく発信します。・電車・バス等へのポスター等の掲示江東区内を運行する電車やバス、その駅周辺など人が多く集まる場所にポスター掲示やのぼりの設置を行います。
レベル２【江東区を知っている】江東区に関心を持ち、好きになってもらう取り組みを行います。
＜主な取り組み＞・ホームページの活用ＰＲ動画等を通じて、ホームページへのアクセスを促すとともに、ホームページの改修とあわせて、江東区の情報を得やすい環境を整備します。

17



レベル３【江東区が好き（訪れたい・住みたい）】江東区に訪れてもらう、住んでもらう取り組みを行います。
＜主な取り組み＞・江東区の観光情報等の提供江東区を訪れたいと思っている人に対して、江東区の観光情報等を提供し、江東区への来訪を促します。
江東区を知らない。 江東区を知っている。 江東区が好き。（訪れたい・住みたい）レベル１レベル１レベル１レベル１ レベル３レベル３レベル３レベル３レベル２レベル２レベル２レベル２
江東区を知ってもらう取り組み 江東区に関心を持ち、好きになってもらう取り組み 江東区に訪れてもらう、住んでもらう取り組み
区外の人の江東区イメージの引き上げ

４．江東区ブランディング戦略に対する事業評価４．江東区ブランディング戦略に対する事業評価４．江東区ブランディング戦略に対する事業評価４．江東区ブランディング戦略に対する事業評価江東区ブランディング戦略の推進にあたり、事業実施の効果について検証するため、区民及び区外の人（国内・国外）に向け、江東区の認知度やイメージに関するアンケート調査を実施します。重点期間（平成28～32年度）の開始年度である平成28年度、中間年度である平成30年度、最終年度である平成32年度に調査を実施します。江東区を好き、訪れたい、住みたいと思う人の増加、江東区のイメージの向上に向けて、アンケート調査結果やその推移を検証し、事業展開を行います。
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