平成 29 年度第２回宍粟市広報広聴推進委員会
日

時：平成 29 年 10 月 10 日（火）
午前 10 時から午前 11 時 30 分

場
１． 開

所：宍粟市役所庁議室

会

２． あいさつ

３． 協議事項
(1)宍粟市コミュニケーション戦略プランの進捗状況と今後の対応について【Ｐ1～】

(2)しそうチャンネルの加入促進の取組みについて【Ｐ7～】

(3)Twitter（ツイッター）及び LINE（ライン）の取組みについて【Ｐ18～】

４． 報告事項
(1)タウンミーティングの実施について【Ｐ20～】

５． その他

６． 閉

会

1

取組み

取り組み例に対する市の取組み内容
市ホームページではお知らせ、出来ていない。現在
は、しーたんＦＡＸによりお知らせしている。

・聴覚に障がいのある人などに情報を伝えるため、
しーたん通信の放送内容をホームページでお知らせ
する。

②取材内容の理解と取材過程の充実化、効
率化を図ります。（伝わる広報をめざし、
情報の内容や目的を十分理解した上で情報の
発信を行います。現場取材や積極的な情報収
集により、的確に情報把握し、内容の十分な
理解に努めます。広報担当と市民局広報担当
が連携した効果的な取材体制を構築するとと
もに、各事業担当と広報担当の連携により、
広報に対する意識の統一を図ります。）

＜評価指標＞
充実
達成
ほぼ達成（一部不十分な場合がある）
未達成

プランに示す取組み例

必要な情報が必要な人に「伝わる広報」の推進

○

○

左に示す取組みと共に、Ｈ２９年４月に市ホーム
ページに子育て情報に特化した特設サイトを開設
し、若い世代の方が情報を入手しやすい環境整備を
した。
取材現場では、担当職員、事業関係者から内容の確
認を行い、また参加者などの意見も聴きながら情報
の発信を行っている。
問い合わせに対しては、内容を理解した上で丁寧に
対応している。
市域が広いことを考慮し、市民局と本庁が分担して
取材し、広報原稿を作成する体制としている。
現状では、編集会議は出来ていない。

・現地取材や関係者からの聞き取りを行い、目的や
内容を理解する。

・問合せを受けた時に説明ができるよう理解を深め
る。

・各市民局管内の地域活動は、各市民局で取材と情
報発信を行う。

・事業担当と広報担当が編集会議などのミーティン
グを行う。

×

○

○

○

△

市評価

◎
○
△
×

別紙参考資料

左記の内容について、取組みを行えている。

①広報メディアの普及と広報スペースの充
実を図ります。（知りたい情報を誰もが得 ・神姫バス待合所、スーパー、コンビニエンススト
ることが出来るように、また、行政が知らせ ア、ふるさと宍粟PR館きてーな宍粟など、集客場所
等に広報紙や観光パンフレットを配置する。
たい情報を確実に知らせるために、広報メ
ディアや広報体制の整備に努めます。）
・子育て支援情報は、子育て支援センターや保健セ
ンター、予防接種会場など知らせたい人が集まる場
所で情報発信（チラシ掲示、職員から周知説明な
ど）する。

行動項目１

３．上記の基本戦略を進めるための行動項目の取組み

２．基本戦略
戦略１：送り手目線から受けて目線への広報広聴の転換
戦略２：まちづくりのための情報交流の推進
戦略３：政策と広報広聴の連携強化

１．基本理念：広報広聴をまちづくりのためのコミュニケーションツールに

宍粟市コミュニケーション戦略プランにおける進捗状況

2

×

△

×

○

広報情報委員会委員を通じて、広報計画は作成して
もらえているが、効果的な発信方法などの意見交換
までは出来ていない。
ホームページについては、イベント情報などの周知
手段とし活用できているが、行政情報の発信では、
更新できていない場合がある。
ホームページの内容の改善は、今年度中に検討して
いる。
適切な情報発信方法により行っている。また、若い
世代の方への発信方法の充実のため、ツイッターや
ラインの活用を検討している。

市評価

△

△

取り組み例に対する市の取組み内容

パブリックコメントの実施に伴う、計画等への意見
に対する回答をホームページで行っている。

公表できている会議も増えているが、十分とは言え
ないと考えている。

△

△

×

◎

○

毎月、広報の原稿依頼をする際に、広報文章の書き
方、注意事項を周知し、一定のルールの下で原稿を
作成することとしている。

しそうチャンネル、きてーな宍粟、ユーチューブ、
・PR映像などをしそうチャンネルやきてーな宍粟で 神戸市ハーバーランド地下マルチビジョン、サンテ
放映する。
レビ、ウインクチャンネル、観光施設等で放映し
た。
マスコミへの情報提供は、月１回の定例記者懇談会
・事業前、事業中間、事業後の状況をマスコミへ情
となるが、ほとんどが、事業前の情報のみとなって
報提供する。
いる。
しそうチャンネルの運営体制を強化し、そのシーズ
・しそうチャンネルの昨年の動画番組に今年の開催
ン前に昨年の動画放送するなどして、市民の方にお
案内を加えて、イベント告知する。
知らせをしている。
・よりわかりやすく、身近に感じられ、関心をもっ
手話動画の撮影など、担当課で制作しており、今後
てもらえるよう、事業担当者が登場し説明する動画
もこのような展開を増やしていきたい。
番組をつくる。

まちづくりのための「情報共有と対話」の推進
取組み
プランに示す取組み例
① 行政情報や地域情報の公開と公開手順の
簡易化、効率化を図ります。（市民が知り
たい情報を積極的に公開するとともに、公開 ・市への問合せや意見、市からの回答や対応を広報
手順の簡易化、効率化により、スピーディー 紙でお知らせする。
な公開をめざします。市民の声への対応や市
政への反映状況等を含め、様々な行政情報を
公開することで、市政に対する市民の理解を
高めます。）
・会議記録などをホームページで公表する。

行動項目２

④情報に見合った広報メディアの選択と発
信のタイミングを見極めます。（情報内容
に見合った広報メディアや発信の場の適切な
選択を行うとともに、より効果的な時期を見
極めた情報発信を行います。また、広報メ
ディアや広報スペースの特性を生かした情報
発信に努め、より効果的な発信を行いま
す。）

ショートカットページを作成することで、より利用
しやすい環境を整える。
・広報しそう、ホームページ、しーたん通信、しそ
うチャンネル、フェイスブック、観光施設、現場で
の説明など、発信方法の選択により、効果的な情報
発信をする。

・広報文章の書き方やルール、効果的な見せ方など
③広報内容の充実を図ります。（広報記事 をまとめたマニュアルを庁内ウェブ等で全職員にお
作成マニュアルの整備により、広報紙やホー 知らせする。
ムページ等で発信する記事内容が、受け手に
・広報情報委員会（職員組織）で効果的な発信時期
とってわかりやすい表記となるよう配慮する
や発信方法などについて、意見交換し、広報計画を
とともに、見出しや写真を効果的に使うこと
作成する。
で、より関心の持てる広報となるよう努めま
す。広報計画作成による計画的、戦略的な発
信を行うとともに、広報実施後の評価や外部 ・ホームページを日々更新し、最新情報をお知らせ
専門家等の助言体制を整え、広報内容の充実 する。
を図ります。）
・ホームページのフォルダ構成などの整理や、

3

④地域情報発信の充実と支援を行います。
（地域コミュニケーションマニュアルの整備
や周知により、地域と連携した広報活動を展
開します。市民自らの情報発信の質的向上の
ため、情報発信講座等を企画します。しーた
ん通信やしそうチャンネル、ホームページな
ど地域情報媒体の充実を図り、地域情報の効
果的な発信に努めます。）

③ニーズや政策に応じた効果的な広聴手段
の整備と活用を図ります。（市民が気軽に
行政へ意見を述べることができるよう様々な
広聴機会を確保し、市民ニーズの把握に努め
るとともに、広聴制度の周知と活用に向けた
啓発を行います。市民との対話を積極的に行
い、双方の理解に努めます。効果的な意見聴
取や市政反映にむけたテーマ設定による懇談
会の導入を図ります。市民の声を生きたもの
とするため、行政内部での情報共有を行い、
職員の意識統一や迅速な対応に努めます。）

×

△

△

×

各担当で工夫を行っているが、十分とは言えない。

ふれあいトーク、ふれあいミーティング、市民アン
ケートを実施し、市政情報の周知等行っているが、
市政モニター制度は活用できていないが、ふるさと
市民の登録により、市政に対する意見等のアンケー
トをいただいている。

ふれあいミーティングの中で、必要な情報の説明を
行い、情報収集を行っている。
市民アンケートの結果は、職員に周知行えている。
その他の意見等の情報の共有は、十分とはいえない
と考える。
地域コミュニケーションマニュアルの整備が出来て
いない。
しそうチャンネルのしそうトピックスにおいて、可
能な限り放送している。
投稿ビデオの活用を行えている。
ラジオ体操の取組みは実施済み。
平成２８年より放送体制の改善を進め、放送内容の
改善に努めている。

・ふれあいトーク、ふれあいミーティング、市政モ
ニター、市民アンケートなどを実施する。

・高齢者への支援策について、老人クラブ等との懇
談会を実施する。

・市民の意見等を庁内ウェブで情報提供し、情報共
有する。

・地域から市に寄せられる情報の発信手順等をまと
め、自治会等へ周知する。

・各地のイベントなどをまとめて、シリーズでお知
らせする。

・投稿ビデオ等の活用で、しそうチャンネルの放送
内容を充実する。

・しーたん通信の空きチャンネルで、ラジオ体操等
を放送する。

・必要に応じ、しーたん通信やしそうチャンネルの
放送体制を整備する。

△

○

△

△

×

×

工夫も行ってるが、十分とは言えないと考えてい
る。

・対象や場に応じ、発信する内容により関心がもて
②行政情報・地域情報の質的向上に努めま
るような内容に整理し、効果的な発信を行う。
す。（よりよいまちづくりに向け、市民がよ
り市政に関心を持ち、理解を深めることがで
きるような情報整理に努めます。）
・対象者に応じたわかりやすい資料を作成する。
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地域内外の人々をひきつける「戦略的な魅力発信」の推進
取組み
プランに示す取組み例

・県下初認定の森林セラピー基地を都市部に向けて
発信する。

③ターゲットを見据えた宍粟のブランド化
（市民や団体等を巻き込んで、ターゲットを
見据えた宍粟のイメージのブランド化を図る ・宍粟市出身者等へのふるさと市民制度により「ふ
とともに、効果的な表現方法など、魅力の打 るさと宍粟」を発信する。
ち出し方のテクニックを学び、戦略的な広報
を推進します。）

・定住希望者へ「宍粟暮らし」「田舎暮らし」につ
いて発信する。

②広報メディア、観光拠点、出張型発信、
話題づくりによる発信の充実を図ります。
（ホームページやＳＮＳ等を充実させるとと
もに、観光拠点施設等からの発信体制を整え ・宍粟市PRの広告動画を製作し、テレビで放映す
ます。イベントや市外での広報を積極的に展 る。
開します。マスコミを有効活用するととも
に、口コミによる広報を意識した広報活動を
行います。）
（追加）ＳＮＳ等を充実させて、イベント情報等の
発信や宍粟の魅力発信に努める。

・観光拠点や市外施設を情報発信拠点として活用す
る。

①魅力の再発見と創造による魅力の発信を
推進します。（市外へより効果的に宍粟の ・活発なまちづくり活動等を紹介する。
魅力を発信するには、まず、市民や職員が宍
粟の魅力に「気づく」、「知る」、「再確認
する」ことが大事です。その中で、新たな宍
粟の魅力を創造するとともに、市長のトップ
セールスなど、より人を引きつけるような話 ・職員が他部署の業務や動きにも関心をもち、市民
講座や講演会に参加し、宍粟について学び、市の動
題性のある発信を進めます。）
きを知る。

行動項目３

×

×

市民むけの講座や講演会の情報を周知しているが、
職員自身が自主的に参加する場面は少ない状況にあ
る。
道の駅や宿泊施設での情報発信も行っているが、十
分とは言えない。駅前の「きてーな宍粟」を活用し
た、宍粟市の魅力発信は、ある程度できていると考
えている。

◎

×

体験企画や企業の厚生事業としての取組みの売込み
を行っているが、十分な魅力発信が出来ていないと
考える。

△

大阪や神戸などで行われる定住相談会へのブース設
置やホームページに定住促進の特設ページを作るこ
とで、移住希望者への情報発信に取り組んでいる。
毎月、広報の発刊と同時に、広報紙と併せてイベン
ト情報のお知らせや職員の身近な情報発信により、
より宍粟を身近に感じてもらえるように取り組んで
いる。

△

フェイスブックによる情報発信を行っているが、世
代により活用が減少傾向にあるため、若い世代に向
けた情報発信手段として、ラインやツイッターの活
用をする予定としている。

◎

○

地域が主体となり進めておられる事業・イベントを
積極的に取材し、視聴した他の地域の活性化に繋が
るように考えている。

平成２８年にＰＲ動画を作成し、ウインクチャンネ
ルやサンテレビでの放映するとともに、神戸の映画
館やマルチビジョンを活用した発信やユーチューブ
による発信により宍粟の魅力を発信した。

市評価

取り組み例に対する市の取組み内容
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③事業担当と広報広聴担当の効果的、効率
的な連携を図ります。（事業担当と広報広
聴担当との連携を密にするとともに、定期的
な会議を実施し、広報や広聴に対する意識の
統一を図ります。
全庁的な情報共有を行い、より効果的な広
報広聴をめざします。）

②広報広聴組織の整備と活性化を図りま
す。（広報情報委員会の組織再編により、全
部署あげての広報広聴体制を整備するととも
に、広報広聴のあり方や戦略的広報について
議論する場を設け、より効果的な広報広聴活
動を展開します。
外部専門家の助言体制を整えることにより、
広報広聴担当及び広報情報委員のスキル向上
と広報広聴組織の活性化を図ります。）

-

-

-

広報広聴を動かす「人材育成と体制づくり」の推進
取組み
プランに示す取組み例

①職員の意識啓発と技術向上を図ります。
（全職員が広報広聴を担うという意識を持つ
ことができるよう意識向上をめざした職員研
修を行うとともに、広報記事作成やホーム
ページ作成、写真撮影などの技術の向上を図
ります。
また、職員がまちや市政に対する認識を高め
るとともに、対話力やプレゼンテーション力
の向上を図ります。行政としての継続的で発
展的な広報広聴をめざし、広報広聴担当者の
更なるスキルアップと職員の連携強化を図り
ます。）

行動項目４

事業担当者と広報広聴担当者が、広報紙の作成の段
階では、連絡を密に取り組めているが、それ以外の
情報発信については、十分に連携が取れているとは
言えない。

広報情報委員会の組織再編には取り組めていない。

毎年、広報情報委員を対象とした職員研修行ってい
る。また、定例記者懇談会等の案内するごとに、情
報発信の必要性について周知している。ただし、対
話力やプレゼンテーション力の向上などの技術力の
向上までは繋げられていない。

取り組み例に対する市の取組み内容

×

△

△

市評価
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市評価

○

△

危機管理情報の発信方法としては、しーたん通信、しそう防災ネット及び自治会長・各防災関係機関・要配慮者関連
施設・要配慮者等への一斉同報ＦＡＸ体制の整備、しそうチャンネルがある。ハード面の整備では、しそうチャネル
をデータ放送が出来るようにし、防災情報と連携して視聴者に発信できるように改善した。また、情報発信の体制
も、緊急情報を出した場合には、防災担当課と連携して、スムーズに発信できる体制としている。

毎年、広報情報推進委員（職員代表）に対して、広報広聴研修を実施している。ただ、十分に機能していない部分も
あるため、研修の方法の改善等も必要と感じている。

危機管理情報の発信力の強化

職員の広報広聴研修の実施

×

○

きてーな宍粟、道の駅、宿泊施設等での観光情報の発信やコンビニエンスストアやスーパーなどに市の広報紙を設置
し、情報発信を行っている。

観光拠点における情報発信の充実

○

平成２７年度よりテーマ設定による懇談会を開催しており、今年度は、新たな取組みとして、若者や子育て世代を
テーマとして開催する。

テーマ設定による懇談会の実施

未着手となっている。

○

平成２６年に創設し、年３回から４回開催し、市の広報広聴活動について意見をいただいている。

市民参画による広報広聴委員会の創設

地域コミュニケーションマニュアルの整備

×

広報スペシャリストによる広報メディアの検 広報スペシャリストによる助言はいただいているが、市の広報メディアの検証には至っていない。
証

重点プロジェクト事項

重点プロジェクトに対する取組み状況

４．重点プロジェクト
※上記の行動項目のうち、特に重点的に取り組む項目

しそうチャンネルの内容充実に向けた取り組みついて
１． 光ケーブル網の概要について
（１）市の重要インフラとして光ケーブル網を整備
【資料１：整備前の市民向け説明資料】
※ 地域情報化に関する大きな課題への対応
※ 民間への聞き取り調査結果 ⇒ 民間光ケーブル網整備計画なし
（２）光ケーブル網の活用状況
① 市役所からのお知らせ手段 ⇒ しーたん通信（H20 年度～）
【資料２：しーたん通信説明資料】
② テレビ難視聴地域の地デジ対応（各テレビ組合からウインクサービスに移行）
※しそうチャンネル ⇒ 文字放送中心（H21 年度～）から現在は動画放送中心に
【資料３：しそうチャンネル説明資料】
③ インターネット利用環境（情報格差解消）
④ 携帯電話不感地域対応（情報格差解消）
⑤ 教育活用（学校・図書館ネットワーク、学校インターネット、ＰＣ教室など）
⑥ 行政活用（情報システムネットワーク、議会中継、ＩＰ電話、ビル陰難視解消など）
⑦ その他（将来のインフラ活用）

２． これまでにいただいた主な意見への対応
（１）取り組みが進んでいるもの
① 防災機能の充実等 ⇒ 防災情報連携システムの整備（H28 年度）
【資料４：広報６月号・7 月号しそうチャンネル掲載記事】
② 画質の向上等 ⇒ ハイビジョン放送、データ放送（H29 年度～）
③ 動画放送の増 ⇒ 取材・投稿ビデオ呼びかけ、撮影・編集業務経験者の参画など
④ 番組内容充実 ⇒ アドバイザー支援、撮影・編集業務経験者の参画など
⑤ 他事業者との連携 ⇒ ケーブルテレビ連盟、佐用町・上郡町との連携など
（２）現時点で実現が困難なもの
① 視聴料金無料化 ⇒ ウインクサービス料金の変更が困難
② テレビ大阪再送信 ⇒ NHK・民放局の再送信同意が必要
（３）引き続き取り組みが必要なもの
① 加入率向上 ⇒ 内容充実とともに加入率が低い地域へのＰＲ強化
② 視聴料金見直し検討 ⇒ ウインクとの継続協議
③ 民間運営検討 ⇒ アドバイザー支援のもとで民間運営体制づくりを検討
④ 魅力的な番組づくり ⇒ 企画番組づくり、情報発信の多様化

7

8

9

10

11

12

13

14

15

しそうチャンネル番組表
放送日：2017/10/05

放送時間

番 組 内 容

6:00 00

7:00

15
30
45
00

文字放送
(新)しそう情報ＢＯＸ

『市役所などからのお知らせ』
15分（45枚）×４周

放送時間

番 組 内 容

15:00 00

『実りの秋 映像』 『消防操法大会』 『くにみまつ 16:00
り2017』 ほか市内の話題を紹介

15

15
30
45
00

文字放送
(新)しそう情報ＢＯＸ

『チャレンジキャンプ2017』

しそうトピックス

30

しそうトピックス

『第５回宍粟牛まつり』

『第５回宍粟牛まつり』

45

宍粟市イベント情報 『10月のイベント』

45

宍粟市イベント情報 『10月のイベント』

49

しーたん手話講座 『お祭り』『熱中症・水分補給』 ほか

49

しーたん手話講座 『お祭り』『熱中症・水分補給』 ほか

8:00 00
15

17:00 00

西はりまの
まちかどから

30

45

しそうトピックス

『10月前半のトピックス』

15

西はりまの
まちかどから

30

『迫田さおりさんの少年少女バレーボール教
室』

45

しそうトピックス

『夏休み☆しーたん手話チャレンジ』
9:00

10:00

『実りの秋 映像』 『消防操法大会』 『くにみまつ
り2017』 ほか市内の話題を紹介

15

『チャレンジキャンプ2017』
30

『市役所などからのお知らせ』
15分（45枚）×４周

00
15
30
45
00

文字放送

『市役所などからのお知らせ』

18:00

19:00

00
15
30
45
00

文字放送
(新)しそう情報ＢＯＸ

『市役所などからのお知らせ』
15分（45枚）×４周
『実りの秋 映像』 『消防操法大会』 『くにみまつ
り2017』 ほか市内の話題を紹介

15

『チャレンジキャンプ2017』

第76回 宍粟市議会（9月定例会）
30

30

【6日目（最終日）】
『常任委員長報告・質疑・討論・採決』 ほか
宍粟市議会
生中継

途中、本会議を休憩し、
予算決算常任委員会を 開催します。

45

宍粟市イベント情報 『10月のイベント』

49

しーたん手話講座 『お祭り』『熱中症・水分補給』 ほか

20:00 5

※議事進行具合により、 中継の終了
時刻が変更になる場合があります。
ご了承ください。

15

しそうトピックス
『第５回宍粟牛まつり』

45

11:00 5

『迫田さおりさんの少年少女バレーボール教
室』

『夏休み☆しーたん手話チャレンジ』

15

49

『10月前半のトピックス』

15

30

30

45

45

西はりまの
まちかどから

しそうトピックス

『10月前半のトピックス』
『迫田さおりさんの少年少女バレーボール教
室』

『夏休み☆しーたん手話チャレンジ』
12:00 00

13:00

15
30
45
00

文字放送
(新)しそう情報ＢＯＸ

『市役所などからのお知らせ』
15分（45枚）×４周

21:00 00

『実りの秋 映像』 『消防操法大会』 『くにみまつ 22:00
り2017』 ほか市内の話題を紹介

15

15
30
45
00

第76回宍粟市議会9月定例会 再放送

15

『一般質問』 （9月13日）

『チャレンジキャンプ2017』
30

しそうトピックス

30

議会再放送

21：00～ 宮元裕祐 議員

『第５回宍粟牛まつり』
45

宍粟市イベント情報 『10月のイベント』

49

しーたん手話講座 『お祭り』『熱中症・水分補給』 ほか

14:00 00

22：34～ 田中一郎 議員
23:00 00

西はりまの
まちかどから

『10月前半のトピックス』
25

30

45

21：42～ 東 豊俊 議員

45

しそうトピックス

宍粟市イベント情報 『10月のイベント』

30

『迫田さおりさんの少年少女バレーボール教
室』

『チャレンジキャンプ2017』
45

しそうトピックス

『夏休み☆しーたん手話チャレンジ』

『第５回宍粟牛まつり』
０：００～６：００ まで 休止

※しそうチャンネルは、毎週木曜日午前６時に更新予定です。
※番組表は、宍粟市ホームページ、デジタルテレビリモコンの番組表でご確認いただけます。
※都合により番組を変更させていただくことがあります。ご了承ください。
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しそうチャンネル番組表
放送日：2017/10/06・07

放送時間

番 組 内 容

6:00 00

7:00

15
30
45
00

文字放送
(新)しそう情報ＢＯＸ

『市役所などからのお知らせ』
15分（45枚）×４周

放送時間

番 組 内 容

15:00 00

『実りの秋 映像』 『消防操法大会』 『くにみまつ 16:00
り2017』 ほか市内の話題を紹介

15

15
30
45
00

文字放送
(新)しそう情報ＢＯＸ

『チャレンジキャンプ2017』

しそうトピックス

30

しそうトピックス

『第５回宍粟牛まつり』

『第５回宍粟牛まつり』

45

宍粟市イベント情報 『10月のイベント』

45

宍粟市イベント情報 『10月のイベント』

49

しーたん手話講座 『お祭り』『熱中症・水分補給』 ほか

49

しーたん手話講座 『お祭り』『熱中症・水分補給』 ほか

8:00 00
15

17:00 00

西はりまの
まちかどから

30

45

しそうトピックス

『10月前半のトピックス』

15

西はりまの
まちかどから

30

『迫田さおりさんの少年少女バレーボール教
室』

45

しそうトピックス

『夏休み☆しーたん手話チャレンジ』
9:00

10:00

00
15
30
45
00

文字放送
(新)しそう情報ＢＯＸ

『市役所などからのお知らせ』
15分（45枚）×４周

18:00

『実りの秋 映像』 『消防操法大会』 『くにみまつ 19:00
り2017』 ほか市内の話題を紹介

00
15
30
45
00

文字放送
(新)しそう情報ＢＯＸ

49

30

しそうトピックス
『第５回宍粟牛まつり』

宍粟市イベント情報 『10月のイベント』

宍粟市イベント情報 『10月のイベント』

しーたん手話講座 『お祭り』『熱中症・水分補給』 ほか

49

しーたん手話講座 『お祭り』『熱中症・水分補給』 ほか

20:00 5

西はりまの
まちかどから

30

45

しそうトピックス

『10月前半のトピックス』

15

西はりまの
まちかどから

30

『迫田さおりさんの少年少女バレーボール教
室』

45

しそうトピックス

『夏休み☆しーたん手話チャレンジ』
12:00 00
15
30
45
00

文字放送
(新)しそう情報ＢＯＸ

『市役所などからのお知らせ』
15分（45枚）×４周

21:00 00

『実りの秋 映像』 『消防操法大会』 『くにみまつ 22:00
り2017』 ほか市内の話題を紹介

15
30
45
00

『一般質問』 （9月14日）
議会再放送
21：00～ 神吉正男 議員

15

21：43～ 西本 諭 議員

しそうトピックス

25

『第５回宍粟牛まつり』

宍粟市イベント情報 『10月のイベント』

30

『チャレンジキャンプ2017』

宍粟市イベント情報 『10月のイベント』

49

45

しそうトピックス

しーたん手話講座 『お祭り』『熱中症・水分補給』 ほか
14:00

5
15

西はりまの
まちかどから

30

45

『迫田さおりさんの少年少女バレーボール教
室』

第76回宍粟市議会9月定例会 再放送

『チャレンジキャンプ2017』

45

『10月前半のトピックス』

『夏休み☆しーたん手話チャレンジ』

15

30

『実りの秋 映像』 『消防操法大会』 『くにみまつ
り2017』 ほか市内の話題を紹介

45

11:00 5
15

『市役所などからのお知らせ』
15分（45枚）×４周

『チャレンジキャンプ2017』

しそうトピックス
『第５回宍粟牛まつり』

45

『迫田さおりさんの少年少女バレーボール教
室』

15

『チャレンジキャンプ2017』
30

『10月前半のトピックス』

『夏休み☆しーたん手話チャレンジ』

15

13:00

『実りの秋 映像』 『消防操法大会』 『くにみまつ
り2017』 ほか市内の話題を紹介

15

『チャレンジキャンプ2017』
30

『市役所などからのお知らせ』
15分（45枚）×４周

しそうトピックス

『第５回宍粟牛まつり』
23:00

5

『10月前半のトピックス』

15

『迫田さおりさんの少年少女バレーボール教
室』

30

45

西はりまの
まちかどから

しそうトピックス

『夏休み☆しーたん手話チャレンジ』

『10月前半のトピックス』
『迫田さおりさんの少年少女バレーボール教
室』

『夏休み☆しーたん手話チャレンジ』
０：００～６：００ まで 休止

※しそうチャンネルは、毎週木曜日午前６時に更新予定です。
※番組表は、宍粟市ホームページ、デジタルテレビリモコンの番組表でご確認いただけます。
※都合により番組を変更させていただくことがあります。ご了承ください。
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宍粟市 Twitter（ツイッター）及びＬＩＮＥ＠（ラインアットマーク）導入について
現在、宍粟市のソーシャルメディア活用は、①宍粟市ホームページ（ＣＭＳ導入：
H26.2）、②宍粟市 Facebook（開設：H26.2）
、③YouTube 宍粟市公式チャンネルでの動画配信
（開設：H25.10）であり、いずれも導入・開設日から３年余りを経過し情報発信において成
果をあげている。
本年度、近隣市町でのソーシャルメディア活用状況や、スマートフォン・タブレットの急
速な普及も含めて新たなツール導入について調査検討したところ、下記のとおり Twitter
（ツイッター）及びＬＩＮＥ＠（ラインアットマーク）がより現在の社会環境に対応した新
たな情報発信ツールとして活用を期待できると思われるため、宍粟市において導入すること
としたいと考えます。
◆目的
・災害等緊急時のもうひとつの情報発信ツールとして確保する（プッシュ型送信）。
・スマホ等ウェブ環境の利用増加に対応する行政情報発信ツールとする。
・「宍粟市」を知らない人への情報発信を行う。
・「気軽に情報を受け取りたい」10代から30代前半の若い世代をターゲットにし、情報を配
信する。
◆運営
・運営主体は市とし、ページの総括管理は企画総務部秘書広報課が行う。
・ページ、アカウントへの情報掲載は、市職員が行う。
・ソーシャルメディア等の利用に関するガイドラインを別途定め、順守することとする。
（当面は運用方針を各々定める）
◆発信内容
・市ホームページ、広報等から情報提供したもの
・市内イベント、行事等の模様
・防災情報
・その他市長が適当と認めるもの
◆その他
○操作研修会の開催・運用ガイドラインの制定
○新ＳＮＳ利用に伴い、庁内ネットワークセキュリティーの運用調整を要する
〇常に情報提供するための職員体制(負担)について
Twitter については、当面 Facebook からの投稿記事を連動させ、同一情報を掲載予定。
LINE＠についてはプッシュ型配信となることから、配信内容について今後検討し、必要で
あれば分野別アカウントの取得等検討を行う。
〇他媒体との情報発信のあり方について
それぞれの情報発信媒体ごとの発信内容を規定するのではなく、社会情勢に対応した発信
方法をいかに有効に活用しより広く情報を発信することが必要である。
〇セキュリティ等利用者が安心して利用できる環境を
・情報発信に対するガイドラインを定め、順守する。
◆導入予定日：平成29年10月中旬
※平成29年10月より LINE＠において行政向けアカウントサービスが新設予定。それに伴う
手続き及び庁内ネットワーク環境の運用調整後に導入することとする。

18

19

想定される発信回数

(3) 市内の観光情報、自然環境などの情報

3〜4回/週

(6) その他市⻑が適当と認めるもの

(5) 防災情報

(4) 地域の特色ある取組

(2) 市内イベント、行事等の案内や模様

★目的別発信

する情報

(1) 市ホームページ、広報しそう等に掲載

【導入済】運⽤方針あり

59.3%
59.4%
64.4%
64.1%
55.8%
63.4%
60.0%
62.2%
60.0%
54.2%

想定される発信内容

★ターゲット世代

全年齢（特に30代〜）

月間アクティブ率：56.1％

10代（18〜20歳）
20代前半
20代後半
30代前半
30代後半
40代前半
40代後半
50代前半
50代後半〜60代前半
60代後半〜

国内利⽤者数：2,700万人

訳）

64.0%

89.9%
87.0%
84.0%
82.6%
79.1%
77.6%
76.0%
76.6%
73.5%
56.1%

78.6%

若者世代（10代〜20代）

月間アクティブ率：70.2％

国内利⽤者数：4,000万人

が大切。

1〜2回/月

ターゲットの年齢や利⽤時間を考えた施策

信をブロックされてしまう危険性あり。

にメッセージの配信頻度が高い場合は、配

facebook連動を想定

90.4%
80.6%
64.7%
55.6%
52.2%
51.3%
49.4%
49.2%
41.1%
27.4%

54.6%

（ソーシャルキャンペーン）＝Twitter

※アクティブ数が非常に高いため、あまり 案：facebook連動を想定（簡略版）

区別）

案②年齢層を絞った発信（facebookとは

案①facebook連動

全年齢（特に10〜30代）

月間アクティブ率：96.6％

国内利⽤者数：7,000万人

イムライン」機能が近年充実

39.2%
34.2%
29.7%
24.5%
19.6%
19.0%
20.1%
21.8%
25.4%
7.6%

20171010第2回広報広聴推進委員会資料

若者世代（10代〜30代：特に⼥性）

月間アクティブ率：70.2％

国内利⽤者数：1,600万人

22.3%

可。

Instagram
写真投稿メイン。24時間限定の動画配信

Twitter

クション減少がみられる。

LINE＠

企業・個人の投稿メイン。近年投稿へのア 1対1のPUSH型コミュニケーション。「タ つぶやき「140文字程度」メイン。拡散

Facebook

国内利⽤者数等（利⽤年代内

⽤割合（18歳〜）

国内スマホユーザーにおける利

特徴

ツール

繋がれば大きな力

(手づくりで地域の魅力を発信中、波賀町飯見のライスおじさん)

市長と宍粟の未来を語ろう！

タウンミーティング開催
宍粟市では「いつまでも暮らし続けたい地域」をめざして、地域の活性化や人口減少対策の取組を、地域の皆さんと一
緒に進めて行きたいと考えています。そのための「繋がり」を創る場として、今年もタウンミーティングを開催します。
今年は、今までの地域別ミーティングに加えて、若い方や子育て世代の皆さんにも積極的にご参加いただけるよう、テー
マ別ミーティングを開催します。
元気な“ふるさと宍粟”を次の世代へ。皆さんの声をお聞かせください。

■地域別ミーティング

■テーマ別ミーティング

開催時間：各会場 午後 7 時 30 分から 9 時まで

開催時間：各会場 午前 10 時から 11 時 30 分まで
(ただし、※印の会場は午後 1 時から 2 時 30 分まで)
テーマ
日程
会場
10 月 15 日(日) 市民センター波賀(大ホール)
10 月 15 日(日) センターちくさ(大ホール)※
若い力と
地域づくり
10 月 22 日(日) 宍粟市役所 4 階
10 月 22 日(日) センターいちのみや※
10 月 17 日(火) 山崎子育て支援センター
11 月 10 日(金) 一宮子育て支援センター
宍粟で理想の
11 月 15 日(水) 千種子育て支援センター
子育てライフ
11 月 16 日(木) 波賀子育て支援センター
12 月 10 日(日) 宍粟市役所 4 階
テーマに基づくミーティングです。若い方（概ね 40 歳までの方）、
子育て世代の皆さん、是非ご参加ください。

日程

会場

10 月 18 日(水)

宍粟防災センター(5 階ホール)

10 月 19 日(木)

センターちくさ(大ホール)

10 月 20 日(金)

市民センター波賀(大ホール)

10 月 23 日(月)

センター三方

10 月 27 日(金)

山崎東中学校体育館

10 月 30 日(月)

城下ふれあいセンター

11 月 1 日(水)

センターいちのみや

地域に合わせたテーマで行います。どなたでもご
参加ください。


各会場で託児・手話通訳・要約筆記をご希望の方は、開催日の７日前までに下の宛先へご連絡ください。(ただし、
子育て支援センターの会場で行う託児については事前申込不要です。)



タウンミーティングに先立ってご意見・ご質問の事前受付を行います。詳しくは裏面をご覧下さい。

■お問合せ・託児・手話通訳・要約筆記のお申込
宍粟市企画総務部秘書広報課
〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬 133 番地 6
TEL:0790-63-3115

FAX:0790-63-3060

メール：hishokoho-ka@city.shiso.lg.jp
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市長と宍粟の未来を語ろう！タウンミーティング

ご意見・ご質問 大募集！
タウンミーティングに先立ち、以下の方法でご意見・ご質問の事前募集を行います。市の取組に関するご質問や、地
域活性化に向けたアイデアなど、宍粟市の未来に向けたご意見をどんどんお寄せください。
ご意見・ご質問は、各会場で紹介し、市のホームページでも報告する予定です。

① 宍粟市ホームページの「宍粟市へのご意見」フォームから送信
※宍粟市ホームページにある「宍粟市へのご意見」フォームからご意見・ご質問をお送りください。その際「ご意見名」
の欄には参加予定の会場と日時を記入してください。その他の欄についても所定のご案内に沿って入力してください。
例：|ご意見名 | タウンミーティング意見(○月○日

○○会場)|

② 宍粟市の公式フェイスブックページから投稿
※宍粟市の公式フェイスブックページからご意見・ご質問を投稿できます。詳しい投稿方法はフェイスブックページ上
でお知らせします。
宍粟市

公式フェイスブック | 検索|

③ 下のご意見・ご質問用紙を郵送、ファックス又は会場入口のボックスへ投函
※下のご意見・ご質問用紙にご記入頂き、秘書広報課まで郵送又はファックスでお送り頂くか、会場入口に設置された
ボックスに投函してください。秘書広報課の連絡先は表面をご確認ください。
キリトリ

平成 29 年度 タウンミーティングご意見・ご質問用紙
お名前：

自治会名：

非公開希望 □

非公開希望 □

ご意見・ご質問内容

参加予定の会場：

(開催日：

月

日) ※タウンミーティングへの参加を予定されている方

【お願い】
 有意義な意見交換に繋げるため、原則としてお名前、自治会名の記載されたご意見・ご質問を受付の対象とさせていた
だきます。ただし、会場やホームページでのご紹介の際にお名前、自治会名の非公開を希望される方は、その旨をご記
入いただくか、
「非公開希望欄」にチェックを入れてください。
 会場でご紹介できるご意見・ご質問の件数には限りがありますので、全ての意見をご紹介できない場合がありますので
ご了承ください。
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