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本日の内容

【第一部

 
区政報告】

・ご挨拶
・皆さんの自己紹介＆関心ごと
・区政報告＆皆さんの感想

【第二部

 
ICTとまちづくり】

１.ソーシャルメディアの活用
2.自治体ホームページの活用、ポータルサイト
３.教育のICT化について
4.政治、選挙におけるICT活用（若者の政治参画）

４.フリーディスカッション

おわりに：全体のまとめ＆閉会



１.ソーシャルメディアの活用



１-1．ソーシャルメディアとは？

・人と人とのつながり、双方向のコミュニケーションが
生まれる

・広報（知らせる）だけではなく、広聴（意見を聴く）
ことができる

時間や空間といった物理的な制約を超えて、人々
 が〈体験〉や〈経験〉を共有できる仕組み（＝ツール）

定義は人それぞれ、可能性を秘めた情報伝達ツール

国内ユーザー数はTwitter１４９６万人,

 

facebookは１０８２万人,mixiが１４９１万人。
Facebookのユーザー数伸びは特に大きく、２０１０年９月（１９３万）から５．６倍。

国内におけるソーシャルメディアユーザー数



ソーシャルメディアの種類と特徴
 

～震災の時の時は？～

震災時にソーシャルメディアは、安否確認ツール、災害情報、被災地支援

 情報などに「使えるメディア」として評価向上。
震災後、自治体でTwitterアカウントを開設する自治体相次ぐ。

 また、facebookページの開設も震災後少しずつ増えてきている。



ソーシャルメディアの利用事例
 

(１)千葉市の取り組み

千葉市の取り組み～Twitterを活用した市長との対話会～

■広報課、シティセールス推進室、市長がアカウントを持ち、積極的にソー

 シャルメディアを活用。
■「市長との対話会」のインターネット版として１１月１６日にツイッター

 版の対話会を実施。市民に対する政策の広報、意見を聴く広聴に活用してい

 る。なお、会場で実施している対話会はUSTREAMの中継を行っている。

・平成２２年８月１０日

 
２１:００～２２：００

「市の財政の健全化への取り組み」
参加者：７９人、総ツイート数２６３（市長含む）

・平成２２年１１月２４日

 
２１：００～２２：３０

「ごみ削減、誰のため？何のため？」
参加者７５人、総ツイート４１６（市長含む）

・平成２３年４月２７日

 
２１：００～２２：３０

「みなさんの２３年予算ー未来を守るために」
「東日本大震災の被災状況について」

・平成２４年１１月１６日

 
２１：００～２３：３０

「こども政策

 
～こどもを産み育てたいまちへ～」



ソーシャルメディアの利用事例
 

千葉市
 

視察報告

Twitter市長との対話会～熊谷俊人千葉市長に聞きました

■訪問日：2011年12月5日（月）
■訪問先：熊谷千葉市長、片桐市民自治部長、

広報課職員
■ヒアリング内容：
①千葉市の広報について
②千葉市コールセンターについて
③千葉市長Twitter対話会
ソーシャルメディア活用についての考え方

千葉市・千葉市長のTwitter・facebook

運用開始:平成22年4月28日
フォロワー数：約4000人

運用開始:平成23年3月14日
フォロワー数：約18,000人

■千葉市facebook：
市政情報、イベント情報や緊急情報の配信
運用開始:平成23年11月1日
いいね！：約474人



参考：千葉市
 

視察報告（コールセンターの運用）

■千葉市コールセンター概要

各種制度、手続、イベント施設等に関する

 問い合わせ
に対応。利用時間は８時３０分から２１時

 まで（土日祝日・年末年始は１７時まで）。
平成２４年４月から次期コールセンターを

 開設し、オペレータ増席等の機能強化を

 図る。

■平成２２年度受付件数
電

 
話

 
４６，８０５件

メール

 
２，６０７件

ＦＡＸ

 
３４件

ＦＡＱ(※)  ５０３，２０６件
※登録件数

 
1,979件（H22年度末）

■年間予算：5511万円

出展：千葉市提供資料より抜粋



ソーシャルメディアの利用事例
 

甲府市
 

視察報告

甲府市の広報について

■訪問日：2011年11月30日（月）
■訪問先：甲府市

 
広報課、観光課

■ヒアリング内容：
①甲府市ホームページリニューアルについて
②甲府市におけるTwitter,facebookの活用
③甲府市観光レポーター制度

甲府市のTwitter・facebook ■甲府市facebook：
市政情報、イベント情報や緊急情報の配信
運用開始:平成23年10月1日
いいね！：約78人

観光課Twitterは柔らかな文体、＠返信あり。



ソーシャルメディアの利用事例
 

(１)佐賀県武雄市（facebook）

佐賀県武雄市、フェイスブックに移行。
2011/08/02 日本経済新聞

 

地方経済面

 

九州

佐賀県武雄市

 

１日、市の公式ホームページ（ＨＰ）を交流サイト（ＳＮＳ）「フェイスブック」に完全移行し

 た。完全移行は全国の自治体で初めて。「政策や防災情報など市民からの意見や質問が受け付けら

 れ、情報の『見える化』ができる」（樋渡啓祐市長）とみている。移行費用は６３万円。
維持管理費は月額２万円で、これまでのＨＰよりも安くなるという。
新しいアドレスは

 

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆａｃｅｂｏｏｋ．ｃｏｍ／ｔａｋｅｏｃｉｔｙ

■「つながる部」
ー姿勢運営の視点に「つながる」
というキーワードを位置づけ、
政策部から「つながる」ための施策を
担う部署を集め、「つながる課」を創設。

■「facebookの参加は、車の免許を
とるのと同じ」（樋渡啓祐武雄市長）

ー市職員３９０人全員がアカウント。
Facebookは４０人。自主的参加。
アカウントを取ることで各部署の情報
発信が盛んになる。

出展：「広報会議」2001.9

武雄市の取り組み



ソーシャルメディアの利用事例
 

(１)佐賀県武雄市（facebook）

佐賀県武雄市は７日、市のホームページ「フェイスブック」を用いて特産品の通信販売を始めた。地元

 商工業者や農業者らの支援が狙い。武雄市によると自治体による通信販売は珍しいという。

 新サービス「Ｆ＆Ｂ良品ＴＡＫＥＯ」は武雄市が企画・運営、システム支援や決済機能は地元や九州のＩＴ

 企業が担当する。システム構築と初年度の運営費は計７６万円。事業者などの出品手数料は無料。

 第１弾として佐賀牛のセット（送料・税込み１万５００円）とハーブの一種、レモングラスの茶葉（同１０５

 ０円）の２商品を扱う。今後、武雄市の商工業者や農業者の参加を募り、商工団体関係者らが選定委

 員として出品審査や商品の入れ替えにあたる。東日本大震災被災地や交流のある自治体に参加を呼

 びかけ、３年後に取扱商品１０００点、年間売上高１０億円を見込む。通販の利用にはフェイスブック登

 録が必要。

 武雄市は８月に市のホームページを交流サイト（ＳＮＳ）のフェイスブックに移行。７日までの閲覧数は９

 ８０万ページビューと以前の約１０００倍に急増している。（佐賀）



ソーシャルメディアの利用事例
 

(１)佐賀県武雄市（facebook）

市のHPをFacebookページに全面移行した武雄市は、全国の自治体向けに（１）公式ページの
Facebook移行（２）特産品販売用Facebookページの開設（３）ページの運用を行う団体を年内

 に設立する。という方針を樋渡市長が示している。

■出展ITメディア「http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1112/13/news103.html

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1112/13/news103.html


ソーシャルメディアの効果と導入のポイントは？

自治体がソーシャルメディアを活用するためのポイントは？

自治体におけるソーシャルメディア、期待される効果は？

■リスクマネジメント
自治体公式アカウント、職員利用の際など、公私にわたるガイドラインの策定
（投稿してはいけない情報、トラブル発生時の対処方法、炎上対策など）

→茨城県つくば市「ソーシャルメディア導入マニュアル」を公開、他の自治体に配布
→内閣府「国、地方公共団体等公共機関における民間ソーシャルメディアを用いた
情報発信についての指針」

■ユーザー教育（苦手な人、使えない人にも使ってもらう工夫、使い方支援）

■住民の役に立つ情報発信のコンテンツ、住民参加しやすくなるためのしくみづくり

■緊急時における自治体の情報伝達手段（震災時にクローズアップ）

■自治体の施策、お知らせの周知（新着情報や講座案内等）

■地域ブランドの向上、観光誘致、地域活性化（一歩進んだ使い方：武雄市）

■市民（区民）からの要望の収集、相談、



ソーシャルメディアの利用事例～全国における利用状況～

■Jガバメントonツイナビ（2011年12月14日現在の自治体アカウント登録数）

 

http://twinavi.jp/gov
「J ガバメント on ツイナビ」では、国や地方自治体が運営する公式 Twitter アカウント情報を提供しているサービス。

官公庁、自治体のTwitter利用は、東日本大震災後に増加し始め、全国に広がっている。

http://twinavi.jp/gov


ソーシャルメディアの利用事例～東京２３区における利用状況～

２３区でTwitterを利用している自治体は、１６自治体。そのうち板橋区は、区議会事務局も
アカウントを持ち、情報発信している。１２月から墨田区と品川区が新たに開始。



ソーシャルメディアの利用事例～東京都（市）、都庁、公共機関～

■Jガバメントonツイナビ（２０１１年１１月１７日現在の自治体アカウント登録数）

 

http://twinavi.jp/gov

東京都関連

東京都内の市町村

９市町村でtwitterアカウント。東京都庁は２部局



ソーシャルメディアの利用事例
～「江東区っていいね！」

 
「IDOBATA

 
カフェ」～

江東区では区民の情報発信の場、イベント、区政や区民サービスなどの幅広い
情報提供、意見交換の場としてfacebookを使った新しいコミュニケーションの形が
出始めている。



ソーシャルメディアの利用事例～Co-create
 

Tsukuba～

つくば市での実践事例。facebookページ上で街づくりの提案をもらい、投票し、議会に提案

 するものを決めるという新しいスタイルで、市民のアイディアを議会に提出する仕組みが運用

 されている。投票で決定されたアイディアは、facebook上で提案に肉付けをみなで行い、実

 際に議員が一般質問として、議会へ提案している。（2011年9月、12月）

C0‐createつくば

 

提供資料より抜粋



ソーシャルメディアの利用事例～Co-create
 

Tsukuba～

C0‐createつくば

 

提供資料より抜粋



2.自治体ホームページの活用
ポータルサイト



自治体のホームページの活用～現在の江東区ホームページ～



自治体のホームページの活用～江東区～

各部署別ページ。(例）ポータルサイト導入が検討される「子育て」情報のページの現状

「保育園」のページを開くと・・・

（例）「保育園とは」のページを開くと・・・



自治体のホームページの活用～江東区「ことこみゅネット」

江東区の市民活動支援のため、２０１１年に新しくオープンしたポータルサイト。
区民団体、NPO,自治会などの団体が登録し、情報発信を行っている。

■ことこみゅネット：http://kotocommu.net/

http://kotocommu.net/


ポータルサイト構築事例～甲府市役所～（視察）

甲府市役所では平成23年10月～市のホームページをリニューアル。「日本一親切・丁寧」を

 モットーに「閲覧者・市職員にとってわかりやすく使いやすい」ホームページを目指している。

■甲府市ホームページ：観光ポータル（観光課）



ホームページ活用事例～甲府市「市民レポーター制度」～

甲府市では、昭和58年から「市民レポーター制度」を導入。広報誌・ラジオ・ホームページを

 活用し、市民レポーター（嘱託職員）、学生レポーターが情報発信している。

■市民レポーターのページ・ブログ



3.教育のICT化について



フューチャースクール～ICTを使った授業の実践
 

葛飾区立本田小学校

■訪問日：2011年11月16日
■訪問先：葛飾区立本田小学校

 
筒井校長、山田副校長

葛飾区教育委員会

 
加藤指導主事

■児童数：314人、12クラス
■ヒアリング内容：
①フューチャースクール事業について
②授業見学（1年生、2年生、5年生）
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フューチャースクール事業イメージ(総務省HPより）

http://www.soumu.go.jp/main_content/000073203.pdf

総務省：ICTを利活用した協働教育推進のための研究会（第1回）配布資料より抜粋（２０１０年6月1日）

http://www.soumu.go.jp/main_content/000073203.pdf


フューチャースクール～ICTを使った授業の実践
 

葛飾区立本田小学校

1年生の授業（国語）：「カタカナ」

カタカナの表記の仕方や使い方に慣れる。タブレットPCを用いた発表

各生徒のタブレットPCを一斉に映し出す様子

５年生の授業（総合的な学習）：「職業について調べよう」

どんな職業があるかや、関心のある職業について調べる。
社会科見学で行くキッザニアに関してや、職業についてのサイト

 で各自の課題に沿って調べる。

左：授業風景

 

右：黒板

 

中：手書きプリントと併用



ICTを活用した授業で得られたこと（校長・副校長より）

・学習意欲の向上：

 ・集中力の向上：

 ⇒LD（学習障害）、ADHD（注意欠陥/多動性障害）などの児童も、タブレット端末の使用によ

 り席を立つことなく集中して授業を受けられるようになった。

 1時間くらいは集中することができるようになった。

 ・表現能力の向上：写真などの説明などを通じ、相手にうまく伝えるためのコミュニケーション

 能力が向上。

 ・学びあい：互いに児童同士で自分の書いたものについて、考えなどを伝え合う。

 ・教師の授業力の向上

 ICTを利活用した授業は教師の指導力が問われるが、視察の際、まんべんなくローテーショ

 ンを組んで教師が授業を受け持つようにすることで、授業の組み立てや、電子黒板を使う

 シーンなどの授業計画を工夫するようになり、授業力が向上している。

授業については、ICT機器の利用をサポートする「支援員」（請負者NTTの社員と契約）を置く

 ことで、児童への対応、教師への授業計画のサポートなどを行っている

支援員について（NTT東日本）

授業については、ICT機器の利用をサポートする「支援員」（請負者NTTの社員と契約）を置く

 ことで、児童への対応、教師への授業計画のサポートなどを行っている

質疑応答＆概要説明



質疑応答＆概要説明
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災害拠点としての活用

学校内に無線LANを整備したことで、災害時に避難所となったときでも無線LAN帯域を避難者

 に貸出することもシステム的には可能。今回のフューチャースクール事業の検証項目にも盛り

 込まれており、将来的に防災の観点からの活用にも期待できる。

葛飾区では学校選択制度を採用しているが、本田小学校の希望者は増加している。

 初年度である昨年は72名。フューチャースクールが決まる前年は50名。

 地域の人口増加はなく、学校選択希望者が増えたことでの児童数増。

学校選択制への影響

江東区でも、電子黒板の導入は実施されておりますが、各教室３台ではなく、共有となって

 いる。

各教室ごとに電子黒板などICT環境が整備されることで、お子さんの学力向上や学びあい、

 教師力の向上に役立つこと、無線LAN環境の活用により、「災害支援拠点としての学校の

 活用」が図れることが今回の視察により分かった。

江東区の学校におけるICTの活用現場や課題についても今後調査し、
学び合いによる学力向上、さらには学校の防災拠点への活用のための
ICT利活用という観点から政策提言をしていきたい。

考察：江東区の教育現場の更なるICT利活用に向けて



4.政治、選挙におけるICT活用
（若者の政治参画）



ソーシャルメディアの利用事例
 

(２)政治（議員・議会）

ツイー党：http://tweetou.net/party/

議員の情報発信・意見交換ツールとしてソーシャルメディアが活用され、注目が集まっている。

ツイッターのほか、最近ではfacebookによる
議員の情報発信が目立っている
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ブログ（まとまった内容：毎日更新）

Twitter（即時性）

ホームページ

Facebook個人ページ（即時性）

Facebook公式ホームページ
(2011年7月開設）

ポータルサイト的役割 個別情報発信

HPの情報集約
・プロフィール
・政策
・議会報告
・活動日記
・後援会情報
・区議会レポート

HPの情報集約
【Facebook独自】
・ウォール
(twitter連動）
・ノート（ブログ）
・プロフィール

【HPからリンク】
・ディスカッション
・政策
・議会報告
・区議会レポート

ホームページ・Facebook公式ページに情報を集約し、即時性が必要なものは、Twitter,Facebook
ブログなどの手段で使い分けている。

・活動報告
・イベント
連絡

・短い対話
(140字以内）

・活動報告
・イベント
連絡

・長めの対話

情報集約

【実践事例】鈴木あやこのソーシャルメディア活用



選挙とICT

・「選挙公報の選管ホームページへの掲載」について
質問（10月：平成22年度決算審査特別委員会）

 
選挙公報掲載に向け江東区も検討へ。
（例）10月

 
あきる野市長選挙で東京都内の自治体も実績あり。

・江東区政世論調査より：
候補者を選ぶのに役立ったもの

1位：選挙公報（51.2％）
2位：候補者ポスター（32.8％）

・若者の投票率向上
・若者とSNS
～SNSは若者の政治参画の
ツールとなるか～
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