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５階特別会議室 

  審議会等の会議結果報告 

１．会議名     第６回情報のかけ橋委員会 

２．開催日時   令和２年２月２０日（木） 

午前１０時００分～午後０時００分 

３．開催場所     

４．出席者氏名  (委員) 〔敬称略〕 

永作
副 市 長

友寛 山守一徳 中北直子  

酒井由美 川口正人 中谷仁志  

(事務局) 

          
 

鈴木政博
危機管理特命理事

 淺井嘉人
秘 書 担 当 参 事

 岡田久
広報広聴担当監

 勝田茂樹
主任

 

           

５．公開及び非公開 公開 

６．傍聴者数   ０人 

７．担当      松阪市  

秘書広報課 広報広聴係 勝田 

電話  0598－53－4312 

ＦＡＸ 0598－22－1119 

メール kouhou@city.matsusaka.mie.jp 
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第６回情報のかけ橋委員会 議事録 

 

【委員会 式次第】 

 

１．あいさつ 

２．自治体総合アプリについて 

３．ＳＮＳ運用状況 

４．前回の委員会を受けてのアイウエーブまつさかの変更点 

５．子育て一番関連ＣＭの進捗報告 

６．来年度の情報かけ橋委員会について 

７．今後のスケジュールについて  
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１．あいさつ 

委員長 お忙しいところお集まり頂きありがとうございます。今年度、最後６ 

回目の情報のかけ橋委員会となりました。今日から、議会が始まりま 

した。来週から代表質問に入ります。市長の所信表明や来年度の予算 

を主に質問の回答をさせてもらいます。来年度の予算は一般会計、 

713億円で過去２番目に高い予算です。また、市長は２期目に突入し、 

初心に戻り「誰のため何のため」を主に頑張っていくので、皆さまの 

ご意見などお聞かせください。  

 

２．自治体総合アプリについて 

事務局 ３月下旬に予定している市長記者会見にて松阪市の公式アプリを発

表する予定です。現時点では職員に基本的なアプリの使い方の研修な

どしています。このアプリで実現する機能や備えるコンテンツとして

重要視しているのがイベント情報の通知、ボランティア募集の案内な

どです。アプリとスマートフォンの持った即時性を活かした形である

と思います。もう一つの特性である双方向性では写真等を使えるよう

にしています。その他、スマートフォンやタブレットなどモバイルコ

ンテンツの機能を活かしたＭＡＰ機能も使用します。 

            （アプリテスト体験中） 

    ごみカレンダーやハザードマップなど市民のニーズを取り入れた情

報で利便性を高めてアプリで発信したいと思います。他の自治体も、 

モバイルを使用した情報発信を取り入れています。いつでもどこで 

もスマートフォンという、生活実態の中で対応・適応していくことが 

大切です。これからも引き続き構築していきたいと思います。    

     

事務局 補足ですが、今まで受け身の情報しかなかった松阪市の情報を、松阪

市総合アプリでそれぞれの個人が知りたい情報だけをプッシュ通知

で、知ることができます。松阪市総合アプリを使用していただくには

アプリをスマートフォンにダウンロードしてもらわなければできま

せん。このアプリを周知してもらいたいです。三重県初の試みの自治

体総合アプリを気に留めていただきたいです。 

     

委 員 避難情報もあるのですか？ 

 

事務局 避難情報はもちろんですが、自分の位置情報を入れると、近い避難場

所をお知らせし、経路の情報も伝える仕組みになっています。 
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委 員 飯高や飯南はお年寄りが多くて、なかなかスマートフォンやアプリを

使いこなせないと思います。今度、ケーブルテレビがインターネット

とつながりテレビでも YouTubeが見られるようになりますが、その中

に生活情報をプッシュ通知で見られると良いと思います。 

 

事務局 テレビで通知されて見られると良いと思います。番組の時間に合わせ

て視聴者が見るのでなく、視聴者が見たい時に番組が見られるという

時代に変わりつつあります。YouTubeの発展がこれからの時代を段々

変えていくのかなと思います。 

 

委 員 個人情報などは大丈夫ですか？   

 

事務局 例えばごみ情報で地区の指定などを登録していただきますが、名前を

登録すること任意なので大丈夫だと思います。また、データの収集は

しないようにしています。 

 

事務局 自治体総合アプリは３月２３日の市長記者会見で発表します。また、

正式にリリースされたら皆さんもアプリを活用ください。そして、情

報のかけ橋委員会の場でご意見をいただけたらと思います。 

 

３．ＳＮＳ運用状況 

事務局 松阪市は FACEBOOK・Twitter・Instagram・Youtubeこの４つのＳＮＳ

を運営しています。毎回、フォロワー数の現状を報告しています。２

月２０日現在のフォロワー数ですが FACEBOOK フォロワー数 1982 人

前回より 31 人増加。Twitter フォロワー数 1432 人。前回より 91 人

増加。Instagramフォロワー数 1717人前回より 175人増加しました。 

今年度の目標値は３つのＳＮＳのフォロワー数を合計で 5,000 人を

目指していましたが、現在のフォロワー数が 5,131人で目標を達成す

ることができました。また、現在 Youtube のチャンネル登録者数が

525 人ですが、来年度の目標で 750 人にしています。Youtube は平成

28年 4月 27日から始めました。平成 28年の登録者数は 21人、平成

29 年度の登録者数 108 人で昨年より 87 人増加。平成 30 年度の登録

者数 298 人で昨年より 190 人増加。平成 31 年度の登録者数 495 人で

昨年より 197人増加となっています。また、視聴回数ですが、平成 29

年度は 64,998 回に対し、平成 30 年度は約 3 倍近く増え 165,709 回。

また、平成 31 年度では 281,198 回と増加しています。これは皆さん

が Youtube を視聴される方が増えてきたことが如実に表れています。



5 

 

そして、Youtubeを再生している時間ですが平成 28年度は 314時間、

平成 29年度 2,029時間、平成 30年度 5,499時間、平成 31年度 9,392

時間と蓄積されていっています。アナリティクスとはアクセス解析と

いう意味ですが、これで過去 365日間アクセス解析を見ることができ

ます。これで人気動画のランキングなどもわかります。また、どこの

自治体でも消防関係の動画は人気が高いです。このため、これからも

っと消防の番組を制作しようと検討しています。また、なぜチャンネ

ル登録者数について 1,000人を目指したかというと、Youtubeを再生

すると広告が 5秒間でてくるものがありますが、この広告から収益を

得ることができます。その条件として過去 12 カ月のチャンネル動画

の総再生時間が 4,000時間、またチャンネル登録者数が 1,000人超え

ることです。松阪市において総再生時間は 4,000時間超えているので

すが、チャンネル登録者数が 525 人と、足りていないのが状況です。

松阪市が広告を広報物に掲載するには、広告審査会で審議されるので

すが、Youtube広告は出所等が曖昧になり難しいところです。どうい

うやり方があるか、現状ではわかりませんが、以上の理由から、来年

度はチャンネル登録者数 750人を目標として設定しました。 

 

委 員  アメーバブログの話をしたいのですが、松阪市の個人の方で松阪市の

グルメの食べ歩きのブログがあります。その方はコアな視点でお店の

紹介をして日に日にアクセス数が上がっています。松阪市の Youtube

と人気のブログが連携して PRできないのかなと思います。  

 

事務局  個人的な方のリツイートやフォローをするのが線引きとして難しい

ところで、公共的なものでないと反応がしづらいのが現状です。ガイ

ドラインなど他自治体のやり方を調査して、今後の課題にします。 

  

４．前回の委員会を受けてのアイウエーブまつさかの変更点 

事務局  前回、指摘があったアナウンサーの原稿が見えている件ですが、み

え松阪マラソンのＰＯＰを置き、隠しました。また、古い机にパイ

プ椅子での収録でしたが、これらをすべて新しくしました。椅子は

カウンターチェアタイプで少し高さがあり、背景のデザインとアナ

ウンスがバランス良く映されるようになりました。照明も 3つ使用

し、映像も美しくなりました。そしてアナウンサーがニュースの後

に感想を入れるようにしました。また、「おひるのじかん」の児童

の名前の映り込みと放送時間が長いというご意見がありました件で

すが、改善し時間も２分程度にしています。また、高校生とのコラ

ボレーションを今後増やしてはどうかという意見がありましたが、
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まず一つ目に松阪商業高校ギター部とコラボして番組でのアタック

音を制作したいと思っております。次に松阪高校の生徒とスケート

パークで初心者講座という番組を制作します。これは、スケートパ

ークに４月から初心者コースが設置されることで盛り上げていけた

らと思います。そして同じく松阪高校で松阪市とコラボして市をＰ

Ｒする３０秒のＣＭを制作し、コンテストを開催しました。そのコ

ンテストの模様を松阪高校の生徒にアナウンサーをしてもらい、番

組を制作しました。来週の火曜から放送します。飯南高校に関して

はラテアートの売上金を寄付していただき、ニュースに取り上げま

した。三重高校ではクラウドファンディングとしてダンス部のアメ

リカ遠征への寄付金募集の動画を流しています。このように高校生

の取り組みなどを応援して番組で取り上げていくことで保護者やそ

の家族にもアイウエーブまつさかを知っていただくきっかけになる

と思うので続けていきたいと思います。子育て関係ですが、高齢者

による子育てコーナー「おしえて！孫そだて」という番組を放送し

ます。また見てください。 

 

５．子育て一番関連ＣＭの進捗報告 

事務局  松阪市長の公約として「子育て一番」を掲げ、様々な事業を取り組

んでいます。その取り組んでいる事業をＳＮＳで周知を図っていく

ためのＣＭを制作したいという事で委員の皆さんに意見をいただ

きました。そして４つのＣＭ制作を決定しました。 

① はるる遊ぼうＤＡＹのＰＲＣＭ、 

② 一時預かり・病児病後児保育のＰＲＣＭ 

③ 保育士就学支援金のＰＲＣＭ 

④ 虐待ＳＯＳ（１８９）のＰＲＣＭ 

まず、進捗状況を報告します。一つ目の「はるる遊ぼうＤＡＹ」で

すが健康センターはるるが今年度、定期的に土曜日に施設を開放し

ています。このことをみなさんに周知してもらおうとＣＭを制作し

ます。制作方法として、「はるる遊ぼうＤＡＹ」は去年度からほぼ、

全て取材に行っています。そしてそのニュースの最後に参加者にイ

ンタビューをしています。この感想をまとめてＣＭを制作します。 

（はるる遊ぼうＤＡＹのニュースを視聴） 

 全てのインタビューから、広報広聴係や健康センターはるるの職

員で伝えたい事を抜粋しました。これを組み合わせます。４月か

らＣＭは放送されますが来年度からは日曜日も開放することにな

りましたので健康センターはるるの土日開放を周知していきます。

ＣＭ出演者は松阪市ブランド大使で現役海女の中川静香さんです。
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エキストラは市内在住の親子の予定です。 

 二つ目は一時預かり・病児病後児保育のＰＲＣＭです。松阪市内

では「おおはし小児科」「安田小児科」の 2つの小児科が病院に併

設されている病棟で病児・病後児を預けて、親が仕事に行くことが

できるという取り組みをしています。これの利用を促進していくた

めのＣＭ制作です。病児を撮影することはできないので、病児を預

かる部屋の様子や病院情報、そして料金などを紹介します。これに

関しては撮影終了し、編集中という状況です。 

三つ目は保育士就学支援金のＰＲＣＭです。松阪市では保育士を目

指して就学される方に月に５万円、最大２年間の１２０万円を援助

します。そして松阪市内の保育園で３年間従事したらその返済を全

額免除という取り組みをしています。保育士を目指している方の後

押しができる CM を制作したいと思います。これは３月１１日に撮

影予定です。 

四つ目、虐待ＳＯＳ（１８９）のＰＲＣＭです。１８９へ電話する

と電話した地点から一番近い児童相談所へ電話が無料でつながる

システムです。「子育て一番」の松阪市で虐待をなくしていこう、

気づいたらすぐに声掛けしようと市民の皆さんに知っていただく

ためのＣＭです。実写かイラストかを悩みましたが、何度も繰り返

し放送されることから、イラストで制作することにしました。松阪

工業高校出身のイラストレーターにお願いします。すべてのＣＭに

共通ロゴと、キャッチフレーズの「子育てするなら、松阪市」のサ

ウンドロゴを制作します。市のＳＮＳでＰＲしていきたいます。ま

た来年度、このロゴを使って職員でＣＭも制作していきたいので、

また皆さんの意見を聞かせてください。報道発表もする予定です。 

 

６．来年度の情報かけ橋委員会について 

 事務局  来年度は広報まつさかのデザイン検討、市ホームページのリニュー

アルの検討を情報のかけ橋委員会で意見をお聞かせください。 

 

７．今後のスケジュールについて 

 事務局  次回のかけ橋委員会は４月２２日（水）午前１０時～午後１２時 

に５階右側第一会議室で開催します。 


