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「もみじまんじゅう！」「…おまえさ、勘ちがいしてない？」 

1st シーズンが好評につき 2nd シーズン作成！ 今回も出演、脚本は市役所職員が！ 

「北海道北広島市に住みたくなる動画 2nd シーズン」公開 

2015.3.27 から 1 本ずつ計 5 本公開します。 

 

 

 

 

 

 

 

北海道北広島市（市長 上野正三）は、定住促進プロモーションの一環として制作し

た「北海道北広島市に住みたくなる動画 2nd シーズン」を 2015 年 3 月 27 日（金）

より 5 日連続で公開します。 

URL:  http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/sumitakunaru/ 

日時:  2015 年 3 月 27 日（金）午前 7 時より、毎日午前 7 時更新 

北海道北広島市は、平成 19 年（2007 年）の人口 61,174 人をピークに人口減少を続

けており（59,634 人 今年 2 月末現在）、人口減少をくい止めるべく定住促進を目的と

したシティプロモーションに取り組んでおります。 

「住みよさランキング」（都市データパック 2014 東洋経済新報社）において北海道

第１位に選ばれた一方で、北海道外の方からの認知度があまり高くないことから、もっ

と「住みよいまち北広島市」を知っていただきたく、「北海道北広島市に住みたくなる動

画」を制作しました。 

2014 年 12 月 3 日に公開した 1st シーズンが公開後 1 週間で再生回数 1 万回を突破

し、新聞、テレビ、インターネット等の各報道機関様に取りあげていただくなど、各方

面から好評だったため、このたび 2nd シーズンを制作させていただきました。動画の貢

献度はわかりませんが、今年度の市の人口は 5 年ぶりの転入超過となっています。 

 

～「北海道北広島市に住みたくなる動画 2nd シーズン」の特徴～ 

 北海道らしく冬と雪を活かしたシナリオ 

 脚本、出演、作曲（サウンドロゴ）などを市職員が担当（1st シーズンと同じ） 

 今回も市長が出演！（1st シーズンと同じ） 

 演出、撮影、ナレーション、MA などを制作会社に委託（1st シーズンと同じ） 

【本件のお問合わせ先】 

■ 北広島市 

 企画財政部 政策調整課 担当:山本、杉原 ℡:011-372-3311（内線 684） 

  

http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/sumitakunaru/
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 北海道らしく冬と雪を活かしたシナリオ 

名前に“広島”と入っていますが、北広島市は北海道にあります。 

雪が降り積もる冬の北海道でも、文化的で、子育て環境が整っていて、さらにレジャー

も楽しめる便利で快適なまちです。 

そんな北広島市の特徴を楽しく知っていいただける、100~140 秒程度の短い動画を５

本制作しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No.1『広島だけど、北海道。』 

東京のオフィス。昼休み。 

同僚のワタナベを夕食に誘ったオオシマだが、あいに

くワタナベは北広島市に出張中。 

広島県だと思い込んだオオシマは、ワタナベとの会話

がすれ違い・・・ 

No.2『頼りになる小学生。』 

リビングでくつろぐ祖父と孫のハヤト。 

小学校で救命講習を習ったばかりのハヤトは、身につ

けたスキルを披露したくて機をうかがっている。 

そこでひらめいた祖父のアイデアとは・・・ 

No.3『それ、駅の横で出来ます。』 

休日にだらだらとしている社会人の息子。 

乗っていない自動車を処分するよう母は叱りつけるの

だが、息子は「休日は印鑑証明が取れない、はい論破」

と悪態をつく。しかし、母は息子を論破する情報を握

っていた。それは・・・ 

No.4『狩りをするなら、北広島。』 

1st シーズンで人気だった紙芝居おじさん再登場。 

オリジナルの紙芝居を背負ってスキーで登場。 

“つるの恩返し”のはずなのに「お礼に美味しいものを

ごちそうします」とのこと。 

ふすまの向こうでつるが育てていたものは・・・ 

No.5『本、読みすぎ？』 

深刻化する若者の活字離れ。 

北広島市内の街の声を聴いてみると、やはり年配の方

は心配している様子。 

専門家も登場し、若者の活字離れを分析するのだ

が・・・ 
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 脚本、出演、作曲（サウンドロゴ）などを市職員が担当 

＜脚本＞ 

企画財政部政策調整課の職員が制作しています。 

原案となっているキャッチコピーも政策調整課の職員が制作しています。 

※キャッチコピーを素材として、ポケットティッシュ、うちわ、映像を制作するという『ワ

ンソース・マルチユース』思想を参考にしたプロモーション手法です。 

 

1 1873 米革命 

2 自宅からスカイツリーまで、9900 秒。 

3 じつは、札幌じゃない。 

4 待たなくていいよ。 

・ ・・・ 

 

 

 

 

 

＜出演＞ 

募集に応じた市職員とその子ども達を集めました。 

＜サウンドロゴの作曲＞ 

音楽経験のある職員が制作しています。 

＜撮影場所の確保＞ 

市の施設の確保をはじめ、民間施設（くるるの杜様）との撮影交渉などは、市職員が直接

行っております。 

 

メリット 

① 本来、制作会社に依頼する業務を自前で行ったことで費用を圧縮！ 

② 地元を知り尽くした市職員だからこそ、特徴を活かしたシナリオに！ 

③ 職員が制作に関わることで全庁的な連帯感が高まり、他部署の職員もシティプロモーシ

ョンに積極的に！ 

 

 今回も市長が出演！ 

北広島市長 上野 正三（うえの まさみ） 

No.2『頼りになる小学生。』の祖父役で出演。 

※1st シーズンでは『パークゴルフの先輩。』に出演。 

 

 演出、撮影、照明、録音、ナレーション、MA を制作会社に委託 

後工程をプロの制作会社（株式会社札幌映像プロダクション様）にお任せすることで、

完成品を高いレベルに引き上げています。  

うちわ 

ポケットティッシュ 

使い捨てカイロ 
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公開スケジュール 

公開日 タイトル URL 

H27.3.27（金） 「広島だけど、北海道。」公開。 http://youtu.be/F0UQmi4inEI 

H27.3.28（土） 「頼りになる小学生。」公開。 http://youtu.be/URfB0mVgmQk 

H27.3.29（日） 「それ、駅の横で出来ます。」公開。 http://youtu.be/bmFz-hdGc5I 

H27.3.30（月） 「狩りをするなら、北広島。」公開。 http://youtu.be/bFD7hBo-mqs 

H27.3.31（火） 「本、読みすぎ？」公開。 http://youtu.be/DchtaHL2dzM 

※動画は現在、Youtube に限定公開でアップしており、上記 URL からのみご覧いただく

ことができます。公開日までは URL の掲載等をお控えいただき、内覧用としてご利用く

ださい。 

 

北広島市の社会増減（転入者数と転出者数の差） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参考 第 1 弾は絶賛公開中です。 

下記 URL または『北広島市に住みたくなる動画』を検索してください。 

No. タイトル URL 

1 1873米革命 http://youtu.be/2FmmlY_8iR8 

2 待たなくていいよ。 http://youtu.be/MZy9YU5kvuU 

3 じつは、札幌じゃない。 http://youtu.be/p-KwX1ZyD1c 

4 ニュースペーパーシティ。 http://youtu.be/P2Db4D9eahI 

5 歓喜までの一本道。 http://youtu.be/oHYJWChhQLI 

6 札幌より札幌に近い？ http://youtu.be/XMGm_oXUlUI 

7 サイクリスト×ジョガー×鉄っちゃん！ http://youtu.be/YiN0S4S5npQ 

8 空気、うまい。 http://youtu.be/lAYGg73JLxw 

9 自宅からスカイツリーまで、9900秒。 http://youtu.be/4qIqy0RJGJQ 

10 パークゴルフの先輩。 http://youtu.be/SEEjCjD-CJg 

 
 

5 年ぶりの
プラス！ 
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