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審議会等の会議結果報告 

１．会議名    第４回情報のかけ橋委員会 

２．開催日時   平成２８年９月１３日（火） 

午後１時００分～３時００分 

３．開催場所   市役所 地下会議室 

４．出席者氏名  (委員) 〔敬称略〕 

小林
副 市 長

益久 山守一徳 川口正人 

中北直子  伊藤あや  八橋友香 

(事務局) 

          
 

野呂隆生
情 報 企 画 課 長

 中西 章
広報広聴係主幹

 勝田茂樹 

５．公開及び非公開 公開 

６．傍聴者数   ０人 

７．担当      松阪市 経営企画部 

情報企画課 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４回情報のかけ橋委員会 議事録 

 

【委員会次第】 

 １．あいさつ 

 

２．ホームページリニューアルの進捗状況について 

 

３．広報紙の今後について 

 

４．５０００人アンケートの結果の考察 

 

５．今後のスケジュール 

 

 

【内   容】 

 

１．あいさつ 

 

委員長   お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。今回の会議

にはホームページリニューアルの受託業者である福泉さんにもご

参加いただいています。今日はプロポーザル後、初めての情報の

かけ橋委員会です。皆さんからいただいた意見が反映されている

かなど、進捗についてご意見をいただければと思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

 

２．ホームページリニューアルの進捗状況について 

 

委員長   はじめに、職員を対象にリニューアル全体説明会を開催しました

ので、報告します。 

 

事務局   ９月２日金曜日に２回に分けて、福泉さんと共に課長級管理職と

情報管理担当者、全１５８人に対してリニューアルの考え方に関

する研修とアクセシビリティに関する研修を開催しました。この



3 

 

研修はプロポーザルで福泉さんから提案をいただいていたもので

す。このアンケート結果の中から「理解できなかった」という声

も多かったので、もう少しかみ砕いた説明資料を作成する予定で

す。この研修がなければ、より大きな混乱があったかと思います

ので、開催してよかったというのが事務局の感想です。また、ホ

ームページの更新方法などの実務講習は１２月２０日・２１日に

全４回開催する予定です。対象者は情報管理担当者、約１００人

です。以上です。 

 

委員長   リニューアルをするにあたってのコンセプトを職員の皆さんに伝

えたい、またアクセシビリティ研修については、視覚障がい者の

方を講師に招き、実際の操作を見ながら説明した方が効果的であ

るという提案からこのような研修会をしていただきました。理解

できなかったという声もあったそうですが、それはネガティブに

捉えることなく、より細かな説明会資料を作ることで対応をして

いきたいと考えています。続いてリニューアルのスケジュールに

ついて事務局から報告してください。 

 

事務局   ９月２１日から松阪市の約５３００ページの移行の準備を行うた

めに、各課に移行管理表というそれぞれ管理しているページをま

とめた情報を渡し、必要事項を入力してもらいます。このときに

提案にもあったサブサイト（特設サイト）の入力についても同様

に行っていきます。これを約１か月で原課が入力し、その後、ア

クセシビリティチェックやリンク切れ等を福泉さんに確認してい

ただき、新しいシステムにデータを順次移行していきます。特に

アクセシビリティについてはＡＡ準拠を目標としています。この

福泉さん側の作業が約２か月です。続いて先ほども説明しました

１２月に操作説明会を開催します。操作説明会以降は、新サイト

は職員のみ見える形にして、旧サイトと並行して更新をしなけれ

ばなりません。そうしないと、２月１日に公開した時に新サイト

に不足分が出てしまいます。ここは手間となるのですが、致し方

ないと思っています。情報のかけ橋委員会の開催スケジュールに

ついては、第５回は１１月下旬を予定しています。このあたりで

最終的な新ホームページのチェックをしていただきたいと思って

います。第６回については２月中旬を予定していて、公開後すぐ

の感想をお聞きして、修正できる点はできるだけ早く反映させて

いきたいと考えています。以上です。 

 

委員長   研修会以降は旧ホームページと一般には見えない形で新ホームペ
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ージが同時並行で入力が必要であるということです。では続いて、

ホームページのデザイン案についての説明をお願いします。 

事務局   デザイン骨子ができあがってきました。トップページには松阪木

綿を入れたり、観光情報・松阪牛の特設サイトへのリンクを右上

に目立つ形で表示したりしています。また、トップに表示されて

いるメインカテゴリにマウスのポインタをのせるとサブカテゴリ

が表示されるようなデザインとなっています。このあたりは、昨

年の広報コンクールの優秀なホームページを参考に、すっきりと

したデザインとなるよう心がけました。それ以降のページについ

ても災害用トップページ以外は、松阪木綿をワンポイントに入れ

てあります。松阪牛・観光のページについては、９月中を目途に

準備を進めていて、これについて委員の皆さんには、メールなど

で相談・報告ができればと思っていますので、よろしくお願いし

ます、以上です。 

 

委員長   もし、福泉さんの方から何か付け加えて説明したい部分があれば

話してください。 

 

福泉    説明していただいた通りなのですが、キーとする色については松

阪市に由来しているということでしょうか。藍色・緑・黒。これ

は松阪木綿・茶・黒毛和牛です。松阪市のブランドアイデンティ

ティが伝わるような配色を心掛けました。以上です。 

 

委員長   ありがとうございます。このデザインについて委員の皆さんにつ

いて意見を聞きたいのですが、いかがでしょうか。 

 

委員    両サイドの松阪木綿の領域ですが、情報がなく、もったいない感

じがしますね。 

 

委員    スマホの閲覧に合わせるためにこのようなデザインにしたのでし

ょうか？ 

 

福泉    レスポンシブウェブデザインに対応するためということもありま

す。また、ホームページの閲覧者は全画面表示をして閲覧しない

傾向にありますから、そういう意味でも中央にコンパクトに配置

してあります。 

 

委員    確かに空いていますが、逆にそこに情報を入れたらまたゴチャゴ

チャしている感じになってしまいませんか。 
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福泉    デザインにはホワイトスペースという何もないスペースというも

のをつくることが、スッキリしたデザインになるといわれており、

それと同様の考え方がメインカテゴリの数です。これもマジカル

ナンバー７という、７±２程度の数なら情報として人が一目で認

識できるといわれています。このあたりの考え方をふまえて、ホ

ームページのデザインをしました。 

 

委員    松阪木綿の色が少し濃すぎて圧迫感が出てしまっているのかもし

れません。もう少し淡い色合いの、松阪木綿らしい縞柄にしては

どうでしょうか。そうすればイメージも少し変わりそうです。 

 

委員    トップページには、松阪牛へのリンクが２つありますが、内容は

異なるのですか？ 

 

事務局   同じです。トップページ以外にも「松阪牛」へはリンクを作るべ

きであろうと考えました。実際ホームページのアクセス解析を見

ると、トップページからコンテンツを探して入っていくのが２

５％、検索サイト等から直接コンテンツにいく割合が７５％です。

そういった理由から、松阪牛という松阪の象徴的なコンテンツは

常に目に見える形で表示するために、このようにさせてもらいま

した。 

 

委員    トップページデザインなのですが、視覚的にキツい、重いなと感

じました。少し木綿柄を軽くしても良いのかなと思います。また、

メインカテゴリの下の写真はカテゴリ名と必ずしも同期しておら

ず、少しわかりにくいと思います。これはピクトグラムなど、簡

単なイラストにしても良いと思います。全体的に真四角なデザイ

ンが多い気がします。もう少し角に丸みをもたせるなど柔らかく

する工夫が必要と思います。また、右上の観光情報・松阪牛のバ

ナーリンクについても情報として埋もれていく感じがあるので目

立たせた方がいいと思います。 

 

事務局   観光情報と松阪牛については、それぞれに特設サイトの名前をつ

けるつもりなので、バナーも変更する予定です。 

 

委員    新着情報が目立っていないように思います。 

 

委員    新着情報の幅とぎゅうっと松阪の幅が同じで、情報の重要性の順
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番付けが必要と感じます。 

 

委員    新着情報の場合は、二段書きになっているのでスペースが空いて

いるように思うのかもしれません。現状では一段書きです。 

 

委員    ぎゅうっと松阪のタイトルスペースは必要ないかなと思います。

どの道、下にタイトルが出ていますよね。 

 

委員    一つ一つの情報が四角で囲まれていて、独立している感じがあり

ますね。 

 

福泉    これもレスポンシブウェブデザインにするためというところが大

きいです。スマホサイズの大きさに画面をすると、どうしてもメ

ニューからカテゴリを選ぶ形になるので、このような形となって

います。 

 

委員    イベントカレンダーは新着情報、市からのお知らせのように、タ

ブ式に表示してもいいかもしれません。それの方がすっきりする

かもしれません。 

 

事務局   トップページにも様々に案をいただいたのですが、災害時の情報

に関してはいかがでしょうか。 

 

委員    これも通常サイトと合わせて少し角を丸めてみるともう少し見や

すいと思います。 

 

委員    ツイッターへのリンク等を貼る予定はあるんですか？ 

 

事務局   それはありますが、全ての情報をツイッターで表示できるかどう

かは現状調整中です。 

 

委員    災害時の連絡先はどちらになるのでしょうか？ 

 

事務局   災害時の連絡先は災害対策本部です。 

 

委員    であれば、緊急時のトップページ等に表示される連絡先は災害対

策本部にした方が良いのではないでしょうか。 

 

福泉    災害が発生した自治体、例えば九州や東北などのヒヤリング情報      
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もまた伝えられる範囲で共有できたらと思っています。その中で

これは特に必要と思われる情報については提案していきたいと思 

っています。 

 

事務局   様々に意見をいただきましたので、事務局でも意見をまとめた上

で協議をして反映します。またメール等でご意見をまとめられた

らと思っていますのでよろしくお願いします。それでは続いての

議題にいこうと思います。事務局よろしくお願いします。 

  

３．広報紙の今後について 

 

事務局   昨年１０月にリニューアルをさせていただき、１０月で１年とな

りました。当初は昨年１０月からほぼ半年間の契約ということで

したから、それでは内容が良くなった悪くなったの判断ができな

いことから今年度も随意契約し、現状では来年４月までの広報紙

の制作契約をしています。そこで来年度以降の広報紙の制作のあ

り方を検討したいと思っています。事務局としてはまず、県内の

各市に問い合わせ、広報紙のリニューアル頻度や状況について把

握すると共に、情報のかけ橋委員会の皆さんから率直な意見を伺

えればと思っています。 

 

委員長   今年度は随意契約をさせていただいたという状況で、来年度以降、

または広報紙の制作の今後のあり方について意見を聞きたいと思

います。市民感覚からしても、あまり頻繁にデザインを変更する

のはいかがなものかというところもあるかと思います。皆さんの

率直な意見をお聞かせください。 

 

委員    一昔前と比べると、カラーになったり、情報分類をしたりと、本

当に広報紙は見やすくなったと思います。 

 

委員    昨年の広報コンクールでも入選されていました。そういう意味で

はデザインは良くなったと思います。ただ、どこの自治体も特集

には力を入れるようになってきたと思います。これは松阪市でも

同じと思っています。これからはデザインだけでなく、特集の目

の付け所や内容が大事と思います。質的には申し分ないでしょう。

質の安定が図られていると思います。 

 

委員    特集はもっと伸ばしていってもいいと思います。わずか４ページ

なので、写真が多すぎる感があります。伝えたい思いがこれでは
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伝わらないのではないのかなと思います。写真でいくのか、文字

でいくのか、この真ん中になっている今の形は中途半端な感じが

します。ガツンと読ませるようなものであってもいいかなと思い

ます。 

 

委員    どんどんハードルがあがっていっている感じがあります。担当の

方として大変ではないでしょうか。 

 

委員    全体的に見やすくなったと思います。しかし、まだまだ文字情報

が多すぎて読みにくい感じは否めません。ＱＲコード等をもっと

活用するなどして情報を簡素化するなど見やすい工夫は引き続き

必要です。また紙面で市民へのアンケートをとってみるのもいい

かもしれません。リニューアルして１年が経過したのなら、どの

ように変更したのか紹介も含めて、見やすくなったとか、こうい

う情報がほしいとか。そういう意見を聞いてみるのもいいかもし

れません。 

 

委員    目次の隣のページにレシピがあるのですが、この場所にあるのは

埋もれている感じがありますし、８月号はごみ関連の情報の下に

レシピ情報があるのは分類としてふさわしいとは考えにくいと思

います。このあたりのページ割りは検討の必要があります。市長

ページの文章が、画像が下にあるのでこれは見づらいと思います。

文章を少し減らして画像を独立させるのはいかがでしょうか。ま

たは背景色と文字が似ているので、このあたりで工夫するのも良

いかもしれません。あと何回か伝えていると思いますが、

MATSUSAKAコミュニティのデザインが浮いている気がします。 

 

事務局   MATSUSAKAコミュニティは広報紙で唯一、市からの情報ではないペ

ージとなっているので、差別化を図るためにこのようになってい

ますが、デザインの変更の検討が必要です。 

 

委員    私は差別化が図られてて、色合いも含めて良いと思いますが、た

だ情報が多すぎる気がします。 

 

委員長   現状として、課題はあるものの皆さんからデザイン的には安定し

て基本的に良い評価をいただいていると思います。ただ、一方で

常に同じ事業所であるというのは競争原理が働かないという課題

もあろうかと思います。ではその契約期間が何年なのかというこ

とを考えなければならないことでしょう。 
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委員    ３年くらいでしょうか。業者からのノウハウをしっかり取り入れ

るという意味でもそれくらいは必要でしょう。 

 

委員長  皆さんからの意見を聞かせていただき、この場では３年に１回くら 

いはプロポーザルで業者を選定していくことで、クオリティの安定

とノウハウを高めていくことができればという結論でよろしいでし

ょうか？ありがとうございます。それでは続いての議題です。 

 

４．５０００人アンケートの結果の考察 

 

事務局  ５０００人アンケートの回答をしていただいた方の約半数が高齢者 

という割合でした。この皆さんに市からの情報を何で得ていますか

という複数回答のアンケートをとると、広報紙が７割強、続いて掲

示板・回覧版ということでこれは前回のアンケート結果と同じ傾向

です。続いてホームページについてですが、６割が見たことがない

という回答でした。しかし、これは年齢別の回答状況を見ると、２

０～５０代では約４～５割の方が１年に１回以上見ているという結

果でした。先ほどから話をさせていただいている通り、広報紙はや

はり市民が行政から得る情報として必要で、これからも力を入れて

いかなければならない情報発信方法です。一方、ホームページは現

在リニューアル準備をしていますが、これからの時代、より必要と

される情報になることが予測できます。広報紙は特定の情報を見つ

けるための検索性はありませんが、ホームページは目的をもって見

るものなので、ホームぺージを見る機会が少ないのは仕方ないのか

なとも思っています。ただし、見たいと思ったときにちゃんとその

情報が得られるように情報分類をしていくことが必要と感じました。

以上です。 

 

委員長  以上は報告となります。最後に次回の会議日程ですが、１１月２９

日火曜日の午後からでお願いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 


