
1 

 

 資料４  

 

広報紙「広報とくしま」 

 

１ 「広報とくしま」に掲載された情報のテーマ別掲載割合（件数） 

   平成 29 年度に発行した「広報とくしま」に掲載された記事（総件数 987 件）のテー

マ別の割合は以下のグラフのとおりです。 

 

 

 

２ 現行レイアウトと変更案について 

 （１）基本レイアウト 

     現 行：縦書きと横書きの記事が混在 

７段（掲示板は７段５列） 

         左開き 

     変更案：横書きの記事のみ 

横書きのみのため段の概念はなし（掲示板は４列） 

右開き 
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19 文化・スポーツ（n=250)

20 食・観光・イベント(n=239)

13 医療・健康づくり(n=107)

01 市政情報(n= 64)

07 仕事(就労・雇用)(n= 60)

17 子育て・児童福祉(n= 60)

08 環境・ごみ・リサイクル(n= 43)

04 防犯・防災(n= 40)

15 高齢者福祉(n= 37)

03 公共施設・公園(n= 35)

05 税金(n= 35)

06 健康保険・年金(n= 34)

09 消費生活や食の安全(n= 27)

21 生活・法律・人権などの相談(n= 24)

02 住民票・戸籍・マイナンバー(n= 21)

16 障害者福祉(n= 19)

10 都市整備・交通(n= 17)

14 介護(n= 13)

18 学校教育(n= 11)

12 ボランティア活動(n=  9)

11 地域コミュニティ・地域活動(n=  5)

22 その他(n= 86)
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 （２）各紙面 

   （ⅰ）１日号（４面） 

○１面 

  現行は文章中心の紙面ですが、１面は広報紙の顔であり、広報紙を手に取

ったときに、目に留まりやすくするために、変更案は目を引く写真を大きく、

文章を少なくします。 

現   行 変 更 案 

市政の重要施策・主要施策の特集 現行どおり 

文章 多い 

写真 少ない 

文章 少ない 

写真 多い 

 

     ○２面 

記事の内容については変更しませんが、レイアウトについては、現行は縦

書き、横書きが混在し、デザインも統一感がありませんが、変更案は横書き

で統一し、見出しを大きく目立たせるとともに、記事の境界を線で区切るこ

とで、一目でどんな記事が掲載されているかわかるような工夫をしました。 

現   行 変 更 案 

市政の事業・制度など 現行どおり 

記事ごとにデザインが異なる 

  

デザインを統一 

見出しを大きく目立たせる 

記事の境界を線で区切る 

 

     ○３面 

記事の内容は現行どおりとしますが、現行は、より多くの情報を掲載する

ため、５列構成で列間も狭くしています。また、記事の見出しはカテゴリー

ごとの色付き文字としています。変更案は、読みやすさを重視し、４列構成

とし、列間も広くしました。記事のタイトルはカテゴリーごとの色付きの背

景に大きめの黒文字とし、記事のタイトルに目がいきやすいように工夫しま

した。 

現   行 変 更 案 

掲示板（募集・催し・お知らせ） 

行事・催しのお知らせ 

掲示板※カテゴリーを見直し 

行事・催しのお知らせ 

５列・列の間隔は狭い ４列、列の間隔は広い 

タイトルはカテゴリーごとの色付き

文字 

タイトルはカテゴリーごとの背景色

に黒文字 
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     ○４面 

現行は、一つの記事の面積を大きく取り、より詳細な内容を掲載していま

すが、変更案は、掲示板を４列構成とし、間隔を広くしたことに伴い、これ

までと同じ程度の記事を掲載するために４面も掲示板とします。 

現   行 変 更 案 

規模の大きな行事・催しのお知らせ 掲示板 

記事ごとにデザインが異なる ３面と同じ 

 

  （ⅱ）１５日号（８ページ） 

○１面 

  レイアウトについては、１日号と同様の考え方ですが、現行では８面に掲

載していた前月に行われたイベント等の紹介（現行の市政ピックアップを移

行）を掲載し、単なるイベント紹介とせず、市が実施している施策に絡めた

内容とします。 

現   行 変 更 案 

市政の重要施策・主要施策の特集 前月に行われたイベント等の紹介（関

連する施策の紹介を含む） 

※原則１つのイベントとするが、内容

により、複数のイベント紹介も行う。 

文章 多い 

写真 少ない 

文章 少ない 

写真 多い 

 

     ○２面 

       １日号の２面と同様の考え方とします。 

現   行 変 更 案 

市政の事業・制度など 現行どおり 

記事ごとにデザインが異なる 

  

デザインを統一 

見出しを大きく目立たせる 

記事の境界を線で区切る 

 

     ○３面 

現行は、とくしま健康ひろばと子育て施設インフォメーションを掲載して

いますが、変更案は、とくしま健康ひろばと子育て施設インフォメーション

は掲示板にそれぞれカテゴリーを追加のうえ移行します。現行では、４・５

面に掲載していた規模の大きな行事・催しのお知らせを２面と同様のレイア

ウトで掲載します。 
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現   行 変 更 案 

とくしま健康ひろば 

子育て施設インフォメーション 

規模の大きな行事・催しのお知らせ 

各コーナーで統一したデザイン デザインは２面と同様 

 

     ○４・５面 

現行は、規模の大きな行事・催しのお知らせを複数掲載していますが、変

更案では大部分を掲示板にします。また、現行では３面に掲載しているとく

しま健康ひろばと子育て施設インフォメーションを、変更案では、掲示板に

それぞれカテゴリーを追加のうえ移行します。 

紙面下部には、行事・催しを２件程度掲載します。変更案は、見やすくす

るために紙面をゆったりと使うため、掲載できる記事件数は減りますが、こ

れまで大きく掲載していた指定管理者に委託している施設情報（図書館通信

等）を減らして対応します。 

現   行 変 更 案 

規模の大きな行事・催しのお知らせ 

図書館通信 

掲示板 

行事・催しのお知らせ 

記事ごとにデザインが異なる １日号３面と同じ 

 

     ○６・７面 

記事の内容は現行どおりとしますが、掲示板のレイアウトは４・５面同様

とします。 

現   行 変 更 案 

掲示板 

行事・催しのお知らせ 

市民相談 

広告 

現行どおり 

記事ごとにデザインが異なる １日号３面と同じ 

 

     ○８面 

現行は市政ピックアップを掲載していますが、変更案は８面全面を子育て

関係の記事とし、市政ピックアップの代わりに子育て関連のイベントを紹介

するコーナーを新設します。 

現   行 変 更 案 

育児情報子育てのわ 

市政ピックアップ 

育児情報子育てのわ 

子育て関連イベントの紹介 
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３ 他都市の広報紙の状況について 

 （１）発行頻度 

 月１回 月２回 月３回 

類似団体 (31団体)  29% (9団体) 65% (20団体) 6% (2団体) 

四国県都市(3団体)  33% (1団体) 67% ( 2団体) 0% (0団体) 

県内近隣市(3団体) 100% (3団体)  0% ( 0団体) 0% (0団体) 

 

 （２）規格 

 タブロイド判 Ａ４版 

類似団体 (31団体) 61% (19団体)  39% (12団体) 

四国県都市(3団体) 33% ( 1団体)  67% ( 2団体) 

県内近隣市(3団体)  0% ( 0団体) 100% ( 3団体) 

 

 （３）配布方法 

  業者委託 町内会等 新聞折り込み 

類似団体 (31団体)  30% (9団体) 37% (11団体) 33% (10団体) 

四国県都市(3団体) 100% (3団体)  0% ( 0団体)  0% ( 0団体) 

県内近隣市(3団体)  33% (1団体) 33% ( 1団体) 33% ( 1団体) 

 

 （４）広報誌閲覧アプリ「マチイロ」 

 利用 未利用 

類似団体 (31団体) 65% (20団体)  35% (11団体) 

四国県都市(3団体) 33% ( 1団体)  67% ( 2団体) 

県内近隣市(3団体)  0% ( 0団体) 100% ( 3団体) 

 

４ 広報紙閲覧アプリ「マチイロ」について 

 （１）運営会社  株式会社ホープ（福岡市） 

 （２）導入実績  約 600 自治体（平成 30 年 9 月 6 日現在） 

 （３）費用    自治体、アプリ利用者ともに無料 

 （４）機能概要  ① 広報紙（PDF）をスマホで読むことができる。 

          ② 広報紙発行日にプッシュ通知が届く。 

          ③ 広報紙の気になる記事を切り取り、スクラップ（保存）できる。 

          ④ 市のホームページの新着情報を確認できる。 
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 （５）画面イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

１　インストール画面（google store） ２　登録した自治体の広報紙を表示 ３　最新号だけでなくバックナンバーも

３　いつでも好きな時間に ４　気になる記事はスクラップ ５　スクラップした記事



7 

 

 

６　スクラップした記事は簡単にシェアできます ７　興味のある分野を設定すると ８　市ホームページの新着を自動表示します


