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はじめに 

 

本市では合併・指定都市移行等、これまでの歩みの中での重要政策の推進をはじめとし

て、市民ニーズを直接反映するような施策や事務事業を実施する中においても、情報発信・

情報受信、都市イメージの形成に努めてきたところである。 

 

しかしながら、市民の市に対する情報発信・情報受信体制充実への期待や、さいたま市

誕生１０周年を迎える節目において、都市イメージの形成と確立を求める声は大きく、ま

た、さいたま市を「日本一ひらかれたまち、日本一身近ではやい行政、日本一しあわせを

実感できるまち」に変えていくためにも、情報発信・情報受信改革と都市イメージの確立

が必要である。 

 

本市では、平成２１年１１月に策定された「しあわせ倍増プラン２００９」において、

「情報公開日本一の実現」を目標に置き、取組内容として「広報（情報提供）マスタープ

ラン」の策定を掲げた。 

 

また、平成２２年３月に策定された「さいたま希望
ゆ め

のまちプラン 総合振興計画 新実施

計画 [改定版]」では、「希望
ゆ め

のまちづくり事業」を設定し、さいたま市らしさ、新しい都市

イメージの創出に向けた様々な取組みを行うこととしている。 
さらには、「市民と行政の協働」の観点から都市経営の基本戦略として、当該計画を推進

するためのアプローチ「市民との情報共有」を掲げるとともに、その手法メニューが示さ

れた。 

 

「情報公開日本一の実現」や「市民との情報共有」を具現化するためには、戦略的な広

報・広聴活動やパブリシティの推進、情報提供体制の整備、さらには都市イメージ確立後

のシティセールスを視野に入れた市政運営が重要となっている。 

 

 本プランは、これらの取組みを行うための現状の課題と課題に対する方針を明らかにし、

さいたま市が市内外に行う情報発信・情報受信を効率的・効果的に行い、施策や事業に対

する市民の関心を高め、市民の理解・共感を得るとともに、都市イメージを育て定着させ

て、その魅力をアピールしていくための方策を示すものである。 
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１．マスタープランの対象範囲・定義 
 

 さいたま市が発信・受信するほぼすべての情報と、その所管課所を対象とする。 
 市が扱う情報の発信と受信を総称して「ＰＲ」と呼ぶ。 

 

 「ＰＲマスタープラン」（以下「プラン」という。）は、さいたま市が市内外に向け

て発信（提供）する情報、市内外から受信（収集）する情報を取り扱い、発信・受信

する情報の内容・形態・方法のほか、それらの情報に関わる組織・システム・職員の

あり方も対象とする。 

 庁内組織においては、広報課、広聴課、行政透明推進課だけではなく、その他の事

業課（以下「事業課」という。）で通常行われている情報提供や情報収集を含む。それ

らの課所においても、程度の差はあるものの情報発信（提供）を行っていることから、

プランの組織上の範囲は、本庁、各区役所、その他の事業所まで包括し、さいたま市

関連機関のほぼすべてに該当する。 

 なお、情報発信（提供）とは、いわゆる情報公開（開示）を含む。また、混乱を避

けるため、プランにおける「広報」という概念は、狭義の「広報」を指し、情報発信

のみに限定して用いる。 

 その上で、情報発信全般と情報受信全般を総称して「ＰＲ」（Public Relationsの略）

と呼ぶ。したがって、「ＰＲマスタープラン」とは、さいたま市が行う情報の発信・受

信のあり方を網羅的に示す計画を意味する。 

 

図表Ⅰ－１ ［情報の受・発信とＰＲ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＰＲとは】 

 Public Relations の略。一義的には、団体や企業が公衆（パブリック）との間に良好な関係（リレ

ーションズ）をつくること。良好な関係づくりのためには、自分のことを相手に正しく理解して

もらえるように情報を伝えること（広報）が必要であり、同時に、相手のことを正しく理解でき

るように情報を受け取ること（広聴）も必要になる。そうした経緯を踏まえて、ＰＲとは対象と

の良好な関係づくりを目的として、広報と広聴の両面を含むコミュニケーション活動を指す。な

お、わが国では「ＰＲ」というと、「一方的な宣伝や自己主張」というニュアンスで使用（誤用）

されることが多い。 

情報発信
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２．マスタープランの構造・計画期間 
 

 第Ⅰ部は概論、第Ⅱ部はアクションプラン。 
 プラン全体１０年間を計画期間とし、第 1次アクションプラン部分は２年間とする。 
 都市イメージ戦略は、情報発信の戦略内に位置づけられる。 

 

 プランは２部構成とする。 

 第Ⅰ部は、戦略概論としてプラン全体の枠組み・構造を定める。 

 第Ⅱ部は、アクションプランとして具体的な事業内容を示す。 

 

 プラン全体の計画期間は、平成２３年４月から１０年間とする。ただし、この計画

期間とは、目標の最終的な達成期限を意味するものであり、必ずしもプランに掲げる

事業の継続期間ではない。 

 

 一方、第Ⅱ部アクションプラン（第１次）は、計画期間の当初２年間に実施すべき

事業を掲げる。そして、２年後にその時点での状況に最適化したアクションプラン（第

２次）を新たに定める。つまり、アクションプラン部分は、計画期間中、常に最新の

状況に対応できるように、２～３年ごとに更新していくこととする。 

 

 

図表Ⅰ－２ ［マスタープランの構造］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 さらに、プランは平成２２年度時点で、ＰＲ課題の解決策を可能なかぎり盛り込ん

でいるが、一部に課題把握のための調査段階にあるものも残っている。それらに関し

ては、引き続き課題解決策を検討し、事業内容が決まった段階で、適宜プランに加え

ていくことになる。 

 

なお、環境変化の大きい今日にあって１０年間という計画期間は、長すぎるという

受け止め方もあるが、プランは、状況変化に対応できるようにプラン自体の成長的変
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容を内包した柔構造をとる。固定化した内容のままに、１０年間事業展開するもので

はない。 

 また、ＰＲは広告･宣伝とは異なり「即効薬」は存在せず、すぐには答えが出ない。

ＰＲは植物を育てることに似て、不用意に急げばかえって成長を妨げる。地道に少し

ずつ育てることで、やがて結実するものである。ＰＲの成果を検証するという視点か

らは、１０年間程度の計画期間を必要とする。 

 

 

３．シティアイデンティティと都市イメージに関する戦略の扱い方 
 

 昨年度（平成２１年度）までさいたま市では、広報とは別に、シティアイデンティ

ティや都市イメージに関する戦略を検討してきたが、本来、それらの事案は情報発信

の一分野として扱うことができる。そのため、今回ＰＲ全般を対象とするプランを策

定するにあたり、シティアイデンティティや都市イメージの戦略もプラン内で扱う。 
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４．マスタープランの目的 
 

 ① 市政運営の高度化・円滑化 

 ② 都市の魅力と活力の向上 

 

 プランは、直接的には、さいたま市のＰＲ活動全般の活性化・効率化を目指すもの

であるが、それはあくまでも手段であり目的ではない。プランの最終的な目的は、「① 

市政運営の高度化・円滑化」と「② 都市の魅力と活力の向上」とする。 

 

 つまり、さいたま市はプランに基づきＰＲ活動全般の活性化・効率化を実現し、そ

の結果として「① 市政運営の高度化・円滑化」と「②都市の魅力と活力の向上」の達

成を目指す。プランの評価は手段であるＰＲ活動全般の活性化・効率化ではなく、あ

くまでも最終的な目的の達成度によって計られなければならない。 

 

 なお、これらの目的意識は「ＰＲのためのＰＲ」というような自己目的化しないた

めに、計画期間中は、常にプランに関わる職員の間で共有されるべきものである。 

 

 

① 市政運営の高度化・円滑化 

 

 市民意識が成熟し、市民の行政ニーズが複雑・多様化する中、行政のＰＲはますま

す重要性を増し、「政策とＰＲは行政運営における車の両輪である」とまで言われるよ

うになった。施策に対する市民の関心を高め、市民の理解・共感を得ることは、いま

や、施策展開の円滑化と効率化のために不可欠の要件である。 

プランは、そのような施策の実効性を高める環境を作り出す活動にも通じるものと

も言える。 

 

 また、行政への市民参加は地方自治の必須要件であり、さいたま市においても、さ

まざまな市民参加の制度が運用されている。しかし、制度が整い、市からの依頼があ

るにもかかわらず、行政への市民参加の機運は高まらない。 

 これにはいろいろな背景があるが、ひとつには市民と市との間で、情報の共有や共

通理解が形づくられていないことが大きく影響している。つまり、市民参加の前提と

して必要な条件が整っていないのである。 

 プランは、Public Relations が本来意味するとおり、市民と市との良好な関係づくり

を通して、市民参加の土壌づくりも推進する。 
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②都市の魅力と活力の向上 

 

 さいたま市は誕生後１０年になろうとしているが、都市としてのアイデンティ 

ティ（自己規定）がいまだ確立されていない。 

 

 一方、全国を見渡せば、自治体間での競争意識が激しくなり、大都市だけではなく、

小規模な市・町までもが、盛んに自己アピールを展開している。アイデンティティを

定めたこれらの都市群の中に、さいたま市を置くと、市はいかにも目立たず、このま

までは都市間競争の中に埋没しそうな状況にある。 

 

 プランでは、さいたま市のアイデンティティの最適なあり方をさぐり、都市イメー

ジを育て定着させて、その魅力をアピールしてゆく。 

 その結果、定住人口・交流人口・立地企業の増加を図るとともに、市民に対しては、

さいたま市に対する帰属意識、市民であることの誇り・満足感・充足感を高めること

で、市の都市的な活力を維持・向上させていくことを目指す。 
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５．現状の課題 
 

５－１．都市イメージ戦略における課題 
 

 ① さいたま市の都市イメージが脆弱 

 ② 都市イメージの形成効果を意図した情報を発信していない 

 ③ 市民において強く意識されている魅力は「日常生活や交通上の利便性」 

 ④ 市外においては、市の実態があまり知られていない 

 ⑤ 政策的な方向性と相互補完するシステムがない 

 

 都市イメージに関する議論は、本来情報発信の領域に属するが、さいたま市におけ

るこのテーマの重要性にかんがみ、ここでは独立させて整理しておく。 

 

① さいたま市の都市イメージが脆弱 

 

 さいたま市は、浦和市、大宮市、与野市という著名な市の合併によって誕生した。

その後岩槻市が加わり、最初の３市合併以来ほぼ 10年を経て、大多数の市民はすでに

さいたま市の存在になじみ、新市をことさらに意識することもなくなってきた。 

 しかし、市外においてはいまだに、折にふれ浦和や大宮が言及され、さいたま市よ

りも、むしろ浦和や大宮が意識されることが多い。この場合の浦和や大宮は、行政単

位としての浦和市、大宮市ではないが、それらの地名イメージが色濃く残存している

分だけ、市外ではさいたま市のイメージが形成されにくい状況にある。逆に言えば、

浦和・大宮の地域イメージよりも鮮明なイメージを、さいたま市は獲得していないと

いうこともできる。 

 また、さいたま市は県と同じ名称であるために、埼玉県と重なってイメージされ、

市の独自性が意識されにくいという事情もある。 

 

② 都市イメージの形成効果を意図した情報を発信できていない 

 

 さいたま市から発信される情報の大部分は、市民に対する内容のものであり、した

がって、発信方法もおおむね市内を対象エリアとしたものが多くを占める。こうした

傾向は、事業課だけではなく広報課が発信する情報も、多くは内容・方法の両面にお

いて市民を対象としている。 

 特に、発信情報の内容において、市はこれまで都市イメージの形成に寄与するとい

った観点からの情報発信をそれほど意識していなかったこともあり、その結果、市の

都市イメージは政策的な誘導がほとんど働いていない。 

 合併の事情によって都市イメージが形成されにくいという歴史的な条件に加えて、

行政の誘導も少ないという政策的な条件も重なり、市の都市イメージは現在のところ
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明確な輪郭をもっていない。 

 

③ 市民が感じる市の魅力は「日常生活や交通上の利便性」 

 

 さいたま市民を対象とした「市民意識調査」（平成２１年６月実施）によれば、市民

は市の魅力として「日常生活や交通上の利便性」を強く意識している。都市イメージ

の政策的・人為的操作がほとんど働かない状況にあることから、市民が選んだ市の魅

力は、日ごろの生活実感に基づく実利的なイメージ要素である。 

 この場合の「利便性」とは「暮らしやすさ」に含まれる要素であり、市民にとって

は大切な条件である。しかしながら、都市イメージ戦略で扱う魅力としては、地味で

あり訴求力に欠けている。したがって、「暮らしやすさ」は現実の市民感覚に裏打ちさ

れた市の長所ではあるものの、そのままのワードでは、都市イメージの要素とはなり

にくい。 

 

 図表Ⅰ－３ 

　　　［さいたま市のイメージ］（％）　全体2865s

＊ 平成21年6月実施「さいたま市民意識調査」（さいたま市民2865s）。
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④ 市外においては、市の実態があまり知られていない 

 

 首都圏の市民を対象とした「首都圏都市イメージに関する調査」（平成１８年１２月

実施）によると、さいたま市は「スポーツが盛ん」27％、「関東の主要都市」27％、「生

活するのに便利」26％などのイメージが強い。しかし、いずれのイメージも首都圏市

民のおおむね４人に１人が意識しているにとどまり、都市イメージとしては鮮明では

ない。 

 

 その一方で、さいたま市に対して「特に何も思い浮かばない」という人が 33％と３

人に１人を占めている。この結果から、首都圏においてさいたま市は、名称は定着し

認知されているものの、その内実や実態は伝わっていないことが推測される。 

 これまでの都市イメージ関連事業の実施状況からも、首都圏における市への理解度

は決して高いとはいえない。 

 

     図表Ⅰ－４ 
　　　［首都圏市民から見たさいたま市のイメージ］（％）　全体500s

＊ 平成18年12月実施「首都圏都市イメージに関する調査」（Web調査）。
東京都200s、千葉県100s、埼玉県100s、神奈川県100s。
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 ⑤ 政策的な方向性と相互補完するシステムがない 

 

 都市イメージとは、地域資源（魅力）を種として、広報と政策の両面から育ててい

くものである。いずれか一方が不十分であると都市イメージは大きく育たない。 

 すでに十分魅力的な特色がある都市の場合でも、その魅力を陳腐化させずに維持し、

あるいはさらに磨き上げていくためには、広報によってアピールするだけでなく、政

策面でも強化していく必要がある。 

 さいたま市のように突出した地域資源が見出しにくい場合には、魅力の種を政策的

に支援し育てながら広報する、という広報と政策との共同歩調が欠かせない。都市イ

メージ戦略上でも、広報と政策は相互に補いあう両輪でなければならない。 

 しかし、さいたま市では従来、広報課と事業課との「協働」によるシティプロモー

ションがほとんど行われてこなかった。市の都市イメージが確立されていない背景に

は、このような広報と政策との連携不足という側面もある。 
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５－２．情報発信における課題 
 

 情報発信における主な課題について、情報発信全般、現在活用されている主な媒体、

組織・職員の各分野に分けて整理する。 

 

【情報発信全般における課題】 

 

 ① 市報への依存度が非常に大きい 

 ② 市民はより多くの情報提供を期待し、効果的な媒体を求めている 

 ③ 事業課からの情報発信が各課任せの状態 

 ④ 広報の効果を正確に測定しフィードバックする仕組みがない 

 

① 市報への依存度が非常に大きい 

 

 さいたま市民を対象とした「市民意識調査」（平成２１年６月実施）によれば、市民

が市の発信する情報を摂取する媒体は、「市が発行する情報誌（市報、議会だよりなど）」

85％が群を抜いて高い。この「情報誌」とは、例示として市報と議会だよりがあげら

れていることから、市民は市報を意識していると思われる。 

 

 図表Ⅰ－５ 

　　　［さいたま市が発信する情報の入手方法］（％）　全体2865s

＊ 平成21年6月実施「さいたま市民意識調査」（さいたま市民2865s）。

85.1

47.1

36.4

21.6

16.0

15.8

9.6

8.8

4.1

0.4

4.6

0 20 40 60 80 100

市が発行する情報誌（市報、議会だよりなど）

自治会の掲示板・回覧板

新聞・タウン誌などの印刷物

家族・知人など人から聞いて

テレビ、ラジオ、CATVなどの放送

市役所・区役所のホームページ

市役所・区役所･公共機関の窓口

市役所・区役所･公共機関に問合せ

地域の集会に参加

その他

特に情報を得ていない
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 この調査結果によると、市の情報発信・提供は「市報だのみ」という状況にあり、

そのほかの媒体活用は低調である。 

 

② 市民はより多くの情報提供を期待し、効果的な媒体を求めている 

 

 平成２１年７月に実施した「市民ウェブアンケート」によると、市役所からの情報

がどの程度伝わっているかについて、「伝わっている」と肯定的に評価している市民は

37％にとどまり、逆に「伝わっていない」とする市民が 61％を占めている。 

また、特に若い市民で否定的な評価が目立つ。 

 

 図表Ⅰ－６ 

　　　［市役所からの情報伝達度］（％）　全体1262s

＊ 平成21年7月実施「市民Webアンケート調査」（さいたま市民1262s）。

36.5

26.1

35.4

34.8

38.0

51.5

61.1

69.1

59.8

64.0

60.8

47.8 0.6

1.1

1.2

4.8

4.8

2.5

0% 50% 100%

全体(1262)

【年齢】

20代(249)

30代(336)

40代(250)

50代(268)

60代(159)

伝わっている 伝わっていない 無回答

 

 

 

 一方、このような状況において市民からは、さいたま市からの情報が伝わりやすい

「広報」を期待するという意見が圧倒的に多い。「現状のままで十分でありそれ以上の

広報を期待しない」という市民は、ほとんど見られない。 

 

 さいたま市の情報発信は、市報に大きく依存しているが、そのように市民・市内へ

の情報発信を積極的に実施しているにもかかわらず、市民は市からの情報が「伝わら

ない」と感じ、「もっと伝わりやすい広報」を期待している。このことから市報を含む

媒体のあり方だけではなく、発信情報の内容・伝え方についても再検討しなければな

らないと思われる。 
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 図表Ⅰ－７ 
　　　［伝わりやすい広報の必要性］（％）　全体1262s

＊ 平成21年7月実施「市民Webアンケート調査」（さいたま市民1262s）。

53.9

49.0

50.0

57.6

54.5

62.9

37.3

38.6

40.5

34.8

36.9

33.3

0 20 40 60 80 100

全体(1262)

【年齢】

20代(249)

30代(336)

40代(250)

50代(268)

60代(159)

大いに必要 まあ必要

 

 

 

③ 事業課からの情報発信が各課任せの状態 

 

 市からの情報発信は、広報課だけではなく事業課でも実施しているが、これに関し

てはほぼ各課まかせの状態にある。パブリシティの活用状況（記者への情報提供）は、

広報監付で把握しているものの、それは事業課における情報発信の一部にすぎない。 

 事業課がどのような情報を、どのように、どの時期に発信するのかについては、も

っぱら事業課が独自に判断している。事業課からの情報発信は、それぞれ他課と調整

されないまま実施され、あるいは実施されていない。その結果、情報発信の頻度、巧

拙、さらにその効果は、各課で差が大きく、担当の職員個人の広報的力量や意欲に左

右される。 

 発信情報の内容に関しても、各課の事情のみが意識され、市のイメージ形成にはほ

とんど注意が払われていない。その結果、事業課の情報発信は、市の都市イメージ形

成に寄与しない状態にある。 

 また、情報発信における事業課との連携がほとんどないため、庁内を横断的に見渡

せば、合理化・効率化の余地があると思われる。 

 このような諸問題を解決するためには、広報の専門部署による評価・指導などの組

織的な対応が必要である。 

 

④ 広報の効果を正確に測定しフィードバックする仕組みがない 

 

 現在のさいたま市の広報は、パブリシティを除くと、市報と公式ホームページが２

大媒体といえる状態にあるが、これらがどれくらいの市民に読まれ、どのように市民

に評価されているのかについて、正確に把握できる定量的なデータはない。 
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 また、市の広報は市報や公式ホームページ以外にも多岐にわたるが、それらの効果

検証も不十分である。言うまでもなく、広報ツールは市民に届き、理解や共感を得な

ければ意味がない。さまざまな広報ツールが「作って終わり」にならないように、広

報効果検証の視点はすべての広報ツールに欠かせない。 

 まず、市報と公式ホームページに関しては、正確な利用者率、情報の伝達度、利用

者の評価などを把握する必要がある。その他の媒体に関しても、何らかの形で効果検

証の仕組みを工夫しなければならない。その上で、検証結果を次の広報ツール作りに

フィードバックする「システム」が必要になる。 

 

 

【市報に関する課題】 

 

 ① 「お知らせ」情報は特定の市民向けの情報 

 ② 「お知らせ」以外に、広く市民に伝える情報が少ない 

 ③ 市報の果たすべき役割を再定義する必要がある 

 

① 「お知らせ」情報は特定の市民向けの情報 

 

 市報を全戸配布しているにもかかわらず、市の情報が市民に「伝わっていない」と

評価されるのは、市報が読まれていないか、市報の掲載情報が市民が期待する「市の

情報」ではないかのいずれかである。 

 現在の市報は、そのほとんどがいわゆる「お知らせ」情報で占められている。例え

ば、今年度の市報（平成２２年５月１日発行）からランダムに記事タイトルを拾えば、

各カテゴリーのトップ記事は、「子ども手当の申請はお済ですか」（こども）、「心身に

障害がある方の医療費を助成しています」（保健･福祉）、「軽自動車税の減免の申請を

受け付けます」（税）、「中小企業融資制度をご活用ください」（くらし）などであり、

市報はこうした市のさまざまな行政サービスの「お知らせ」に大部分の紙面を割いて

いる。 

 これらの「お知らせ」情報は、その行政サービスを必要とする、あるいはサービス

の対象となっている市民にとっては重要な情報であるが、一方、サービスを必要とし

ない、あるいはサービスの対象となっていない市民にとっては、ほとんど関心外の記

事群となる。全戸配布の市報があるにもかかわらず、市の情報が伝わらないとされる

背景には、市報の掲載情報の問題があると思われる。 
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② 「お知らせ」以外に、広く市民に伝える情報が少ない 

 

 一方、「お知らせ」情報が紙面の大部分を占めているため、市報に掲載されるそのほ

かの情報量はきわめて限定的になる。市政に対する関心・理解を促進する情報、市民

と市との心理的な距離感を縮める情報、さいたま市への愛着を深める情報などは、現

状の市報では伝えきれていない。 

 

③ 市報の果たすべき役割を再定義する必要がある 

 

 「お知らせ」情報で占められている市報に対して、「市民に読まれていない」という

意見もあるが、「お知らせ」情報に関係・関心がない市民が市報を読まないのは、むし

ろ当然である。ここで改めて、市報とは何かという根本的な定義・役割を確認しなけ

ればならない。具体的には、 

   ・市報にどのような機能を担わせるのか。 

   ・そのためにはどのような情報を掲載するのか。 

   ・どのように、どのくらいの市民に配布するのか。 

   ・市民に向けての広報全体の中で、市報をどのように位置づけるのか。 

などである。 

 全戸配布であり、かつ「お知らせ」情報が中心になっている現状のあり方をひとた

び解体して、市民に向けての広報という大きな枠組みの中で、市報のあり方を再構築

する必要がある。 

 

 

【公式ホームページに関する課題】 

 

 ① 市の「顔」という扱いになっていない 

 ② デザインクオリティが低い 

 ③ 市のアピールポイントが見えにくい 

 ④ 市政の方向性を示すような重要な情報が目立たない 

 ⑤ ＰＤＦファイルの多用が目立つ 

 

① 市の「顔」という扱いになっていない 

 

 インターネットがごく普通の通信手段となった今日、公式ホームページは、いわば

市の「顔」になっている。公式ホームページは、従来の紙媒体による「市勢要覧」な

どとは比べものにならないくらいの情報量があり、提供データの鮮度も高い。その自

治体が実施している行政サービスを網羅的に見ることができ、また、一般的にその自

治体の特長が分かりやすくまとめられている。その自治体を知るための最良のガイド
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ブックであるといっても過言ではない。 

 また、市外からも容易にアクセスできるため、市外に情報を発信する媒体としても

適性が高く、都市イメージの形成には欠かせないツールである。さらにいえば、公式

ホームページの仕上がり具合を見れば、その自治体の広報水準が推測できる、とも言

われる。 

 このように、いろいろな意味で公式ホームページは市の「顔」と見なされることか

ら、多くの自治体が最大限活用している媒体であるが、さいたま市の場合、公式ホー

ムページを指して市の「顔」とするには、多分に改善・見直しの余地があると言わざ

るを得ない。特に、デザイン、構成などに関しては問題が多い。 

 

② デザインクオリティが低い 

 

 まず、トップページには、リンク先の項目をバランスよく配置してはあるものの、

ただ行儀よく並べてあるだけで「デザインされたトップページ」には見えず、印象が

薄い。ページ作成のコンセプトも感じられない。「さいたま市らしさ」も希薄で、同じ

デザインで他自治体のトップページに使われたとしてもほとんど違和感がない。 

 コンテンツのページに関しては、文字の大きさやフォントの使い方に統一性が見ら

れず、文章と画像の配置も、それぞれの作成者に任せているため、全体的に見栄えが

悪い。パソコンのモニター画面はもともと読みにくいものであり、紙媒体よりも読み

やすさへの配慮が必要であるにもかかわらず、コンテンツページのデザインに対する

工夫がなされていない。 

 中でも首長自らが、まちづくりの理念や政策を語るコンテンツは、自治体ホームペ

ージの「花形」であり、市内外から注目され参照されることが多いページであるため、

特段の作りこみをすべきものであるが、「ようこそ市長室へ」は、デザイン・内容とも

に他の政令指定都市と比較すると、見栄えが良いとはいえない。 

 

③ 市のアピールポイントが見えにくい 

 

 公式ホームページを見ても、さいたま市とはどのような都市であり、何を「売り」

にしているかがわかりにくい。市内向けの情報としてはこれでも問題が少ないが、都

市イメージ形成の観点からは、市外への情報発信に適したツールを活用していないこ

とになる。この点でも、市の情報発信が内向きの意識になっているということができ

る。 

 また、公式ホームページ全般について、さまざまなコンテンツを並列的に扱ってい

るため、ページ構成にメリハリがなく、何が主要な情報か、市は特に何を伝えたいか

が見分けにくい状態である。 
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④ 市政の方向性を示すような重要な情報が目立たない 

 

 現在、市政の最も基本的な方向性を示すコンテンツは、「総合振興計画新実施計画 

改訂版」と「しあわせ倍増プラン２００９」であるが、それらのコンテンツは、いず

れも「トップページ＞市について＞政策・財政＞市政・行政計画」の中にあり、構成

上かなり深い場所に置いてある。しかも、市政の最重要情報という扱いを受けておら

ず、他の諸情報と併置されているだけである。 

 また、「総合振興計画新実施計画 改訂版」はホームページ上での説明が不十分で、

この計画が市にとってどのような意味を持つのかに関しては、コンテンツを開き、計

画書本体を読むまでわからない。さらに、このコンテンツがＰＤＦファイルで作られ

ていて、ますますアクセス性を悪化させている。なお、「しあわせ倍増プラン２００９」

もＰＤＦファイルである。 

 市政の基本的な方向性を示すような非常に重要なコンテンツは、その重要性がひと

目でわかる扱いとし、誰にでも簡単にアクセスでき、その概略を容易に理解できる状

態に置くべきである。市民にとっての使い勝手を考慮すれば、ＰＤＦファイルがアッ

プロードしてあるだけという状況は、早急に改善する必要がある。 

 

⑤ ＰＤＦファイルの多用が目立つ 

 

 ＰＤＦファイルは、業務で用いた文書ファイルを、そのままホームページのコンテ

ンツにすることができるため、情報提供に手間がかからない。ＭＳワードやエクセル

で作成された業務用の文書を、ＨＴＭＬ形式の文書に書き換えてホームページ上にア

ップロードする手間を考えたら、ＰＤＦファイルの利便性はきわめて大きい。 

 しかしそのため、ＰＤＦファイルの中身の説明がなく、アップロードするだけで済

ませるコンテンツが非常に多い。ＰＤＦファイルを開くのは、ホームページ閲覧者に

とって負担であり、ＰＤＦファイルを多用するだけでは、安易なページづくりをして

いるような印象を与える。 

 また、業務用の文書をそのままアップロードしても、市民には内容が理解できない

場合がある。職員が分かっていても、市民には分からないことが多々ある。したがっ

て、ＰＤＦファイルを使う際には、ファイルを開く前にその内容のポイントがわかる

ような表記（ＨＴＭＬ上で）が必要であり、場合によってはＰＤＦファイルの内容を

市民が分かるように説明する必要もある。 
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【パンフレット・ポスターに関する課題】 

 

 ① パンフレット、ポスターのクオリティがまちまち 

 ② どれくらいの効果があったか検証されていない 

 ③ 配布・掲示場所が公共施設に偏る 

 

① パンフレット、ポスターのクオリティがまちまち 

 

 パンフレットの表紙やポスターは、デザインのよしあしによって、そのアピール効

果が歴然と違ってくるが、事業課それぞれが作成することもあり、クオリティが安定

していない。しかし、さまざまなツールが作成される中で、デザインレベルを高い水

準で平準化することも容易ではない。 

 ポスターは難しいが、パンフレットの表紙に関しては、専門のデザイナーに何種類

かの「テンプレート」を作ってもらい、それを雛形として活用する方法もある。 

 また、すぐれたデザインの表紙情報を全庁的に共有し、繰り返し使用するという方

法も考えられる。いずれにしても、全庁で毎年作成される多数のパンフレット類に一

定の統一感が生まれることは、デザインの平準化効果が期待でき、都市イメージ形成

の一助となる。 

 

② どれくらいの効果があったか検証されていない 

 

 作成したポスターやパンフレットの広報効果を測定することは、かなり難しい。正

確に把握しようとすれば一定規模の定量調査を必要とするが、個々の広報ツールに関

してそのような手間をかけるのも現実的ではない。 

 しかしながら、効果測定の視点を全く持たないと、広報ツールの作成が自己目的化

し、「作って終わり」というような姿勢を生みやすい。定量調査以外に、何らかの形で

「効果測定」に相当するような指標を見出し、年度ごとに作成したツールのすべてに

わたって、その指標による「たな卸し」を行う必要がある。 

 

③ 配布・掲示場所が市関連の公共施設に偏る 

 

 事業課で作成したパンフレットやポスターは、市関連の公共施設で配布または掲示

されることが多いが、それらの場所が市民の目に最も触れやすいとは限らない。また、

市関連の公共施設は、事業課のパンフレットやポスターがたくさん持ち込まれ、展示

スペースに収まりきれないほどになっており、ますます市民の目に届きにくい状態に

なっている。 

 より多くの市民に情報を届けるためには、市関連の公共施設ばかりでなく、市民が

日常的に利用する民間施設・機関での配布・掲示も検討する必要がある。 
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【組織・職員に関する課題】 

 

 ① 職員に情報発信のメリットの認識が弱く、情報発信のノウハウも乏しい 

 ② 全庁的な情報発信を促進する働きかけ・プロモーションが弱い 

 

①職員に情報発信のメリットの認識が弱く、情報発信のノウハウも乏しい 

 

 事業課の情報発信が活性化しにくいのは、基本的には本来の業務が多忙で、職員が 

情報発信に時間を割く余裕がないためである。情報発信の重要性、情報発信が政策推 

進に及ぼす効果などを職員が正しく認識していないという事情もある。また、事業課 

が記者に情報提供してもなかなか記事にならず、せっかくの情報発信が不発に終わっ 

てしまうことも少なくない。 

 こうしたさまざまな事情が重なって、事業課では情報発信に積極的に取り組む姿勢 

が育たず、とりあえず公式ホームページに情報を掲載すればよい、あるいは事業説明 

の印刷物を作成すればよいという意識で情報発信を終えてしまう。 

 こうした現状に対しては、情報発信のメリット理解とそのノウハウを職員に浸透さ 

せる必要がある。 

 特に、情報発信は職員個人の経験に左右されやすいが、だれが行っても一定のレベ 

ルを維持できるようなサポートを工夫しなければならない。ただし、職員が情報発信 

をやらされているという「やらされ感」を強く感じないような配慮が欠かせない。 

 

② 全庁的な情報発信を促進する働きかけ・プロモーションが弱い 

 

 「しあわせ倍増プラン２００９」において、平成２２年度は年間 1,500件の情報提供

が目標に掲げられている。これに関しては、庁内のパブリシティを統括する広報監付

が、月ごとに全庁に向けて情報発信を依頼している。 

 しかし、このような促進策だけでは、事業課の情報発信は活性化されない。情報発

信に関する目標を設定し、強制的ではなく自然にそれを意識するような啓発プロモー

ションが必要になる。 
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５－３．報道対応における課題 

 

 ① パブリシティ用資料のクオリティが低い 

 ② パブリシティを事業遂行に積極的に活用していない 

 ③ 危機管理広報への意識レベルが低い 

 ④ メディアに対する拒否反応がある 

 ⑤ 市長定例記者会見の最も効果的な運用スタイルが確立されていない 

 

① パブリシティ用資料のクオリティが低い 

 

 「しあわせ倍増プラン２００９」にパブリシティ発信件数の年間目標値が設定され、

それを受けて広報監付が全庁に依頼したことにより、市の発信件数そのものはかなり

増加してきている。しかし、量的な達成において一定の成果がある一方で、記者提供

用資料のクオリティは依然として低く、記者にも市民にも伝わりにくい内容になって

いる。 

 記者提供用資料の作り方に関しては、「情報発信ガイドライン」（平成２１年３月発

行）が用意され、また発表前に広報監付のチェックが入る仕組みもあるが、「情報発信

ガイドライン」は活用されずチェックを入れるルールも守られていない場合がある。 

 ただし、「情報発信ガイドラインに関しては、当市のパブリシティ環境の実態に必ず

しも合致しない面があり、「情報発信ガイドライン」の指示どおりに資料提供すること

がむずかしい場合もある。また、広報監付の事前チェックの仕組みは、「情報発信ガイ

ドライン」とは別の文書に記載され、記者提供資料づくりの「マニュアル」が一元化

されていないため、事業課に浸透しにくい。 

 報道対応の専門スタッフである部署（現在は広報監付）が責任をもって、パブリシ

ティ全般にかかわるマニュアルを一元的に整理し、それを全庁にわたって浸透させる

必要がある。 

 

② パブリシティを事業遂行に積極的に活用していない 

 

 パブリシティは、行政としての説明責任を果たすだけでなく、都市イメージの向上

や事業遂行の後方支援としても活用できるものであるが、現状の情報発信は、大部分

は説明責任的な使い方に終始し、厳しい言い方をすれば「発信のための発信」にとど

まってしまう傾向がある。 

 本来、パブリシティは事業遂行を円滑化し、効率的に成果をあげるために有効な手

法であるにもかかわらず、そういう視点に立ったパブリシティは非常に少ない。これ

は、パブリシティがそのように活用できることを事業課が十分認識していないことで

もあり、また、事業を進めるに当たって、どの段階でどのような情報発信をすれば事

業遂行がしやすくなるか、というノウハウも蓄積されていないためであろう。 



 - 20 -

 事業パンフレットの作成ばかりが事業広報ではないことを事業課に認識させ、戦略

的なパブリシティの活用事例を蓄積していく必要がある。 

 

③ 危機管理広報への意識レベルが低い 

 

 危機事案が発生した際、事業課の危機管理広報への意識レベルが低いため、初動が

しばしば遅れ、対応が後手にまわる事例が発生している。危機事案への対応における

時間的なロスは、市としての意思決定プロセスで発生することが多い。たとえば、担

当部署内での決裁に時間がかかり、さらには市としての意思決定をするのに時間がか

かる場合もある。 

 危機事案の発生に際しては、何よりも迅速な対応が求められる。対応の遅れは、市

政への信頼感を損ねるばかりでなく、時として、市や市民に致命的なダメージをもた

らす場合もありえる。危機事案発生時には、たとえば通常の決裁とは別のラインを用

意するなど、緊急用の対応ができるような体制づくりが必要である。 

 

④ メディアに対する拒否反応がある 

 

 ふだんマスコミ記者と接する機会がない事業課の職員が、記者の取材を避けたがる

のは正直な反応だろう。しかし、不祥事や事故の発生時はもちろん、事業課は記者レ

クチャーに臨まざるをえないし、不祥事や事故でなくても、記者が取材に来る場合も

ある。そうした場合、拒否的な態度で取材に応じると、ネガティブ報道がいっそう激

化することにもなりかねない。 

 逆に、日ごろから記者との付き合い方を心得て、ある程度の信頼関係を構築すれば、

パブリシティを事業の円滑な遂行に利用できるばかりでなく、不祥事や事故などの際

の記者対応に余裕もできる。そうした意味で、記者に対応することが多い現場の責任

者（課長級）は、効果的な記者対応のノウハウを習得しておく必要がある。 

 

⑤ 市長定例記者会見の最も効果的な運用スタイルが確立されていない 

 

 市長の定例記者会見は、平成２１年１２月までは月１回だったが、２２年１月以降

月２回の開催になった。回数の増加にともない、運営は円滑化してきたが、記者会見

の効果的な方法論はいまだ確立していない。 

 たとえば、市長記者会見にふさわしい議題が少ない、市長の読み原稿のスタイルが

定まらない、説明用のパネルの用意が足りない、などの問題がある。 
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５－４．情報公開における課題 

 

 ① 部署による対応がまちまちである 

 ② 職員に認識が不足している 

 ③ 市民が利用しにくい 

 

① 部署による対応がまちまちである 

 

   「しあわせ倍増プラン２００９」において情報公開日本一の達成を掲げ、各種事業

に取り組んでいる。その中で、情報提供については、「さいたま市市政情報の提供の推

進に関する要綱」を定め、鋭意推進しているところである。この要綱では、提供義務

情報として必ず情報提供しなければならない情報と提供推進情報として積極的な提供

に努める情報を規定している。そのうち提供推進情報については、市の重要な意思形

成過程に関する情報、環境、保健衛生、防災その他の市民生活の安全に密接な関係が

ある情報などの他、実施機関が市民に提供することが必要であると認める情報を規定

しているが、提供の判断が所属長の専決事項であることもあり、部署により取組み状

況に差がある。 

   全庁統一的な行動として情報公開に取り組み、総合的な情報公開日本一を達成し、

その後も維持・発展させていくために、情報提供について、詳細な運用方法や組織的

な取組みについて整備する必要がある。 

 

② 職員に認識が不足している 

 

    平成２２年度に「さいたま市情報公開条例」を改正し、目的に「市民の知る権利の

保障」を新たに規定したところであるが、職員に、情報公開の基本である「市民の知

る権利の保障」と「行政の説明する責務」に関する理解が十分浸透していない。市民

の市政参加は、市と市民が必要な情報を共有することにより促進されるものであるの

で、住民自治、まちづくりといった観点からの認識の浸透が必要。 

また、他の政令指定都市などの状況についての情報収集が十分でなく、情報公開日

本一を目指しているはずの当市の置かれた状況の認識が不足している。市民の情報公

開を求める意識の向上や情報通信技術の発展などにより、各市それぞれが工夫改善を

図っている中で、常に他市の動向に注意を払うとともに、本市が他市を先導していく

といった意識を持つことが必要。 

    さらに、市民がどのような情報の公開を期待しているのかを把握する仕組みがない。

市長への提案や各所管への個別の要求の中で提案されることはあるが、情報公開につ

いて積極的に調査してはいない。情報公開に対するアンケートなどによる市民意識調

査は定期的に実施する必要があるが、さらに、個別具体的な意見募集についても対策

を講じる必要がある。 
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このように、様々な知識や認識が不足している結果、情報公開に取り組まなければ

ならないといった切迫した職員の意識が醸成されず、情報公開が進展しにくくなって

いる。 

 

③ 市民が利用しにくい 

 

    既に様々な方法により情報公開を実施しているが、検索性、迅速性、分かりやすさ

などの面で満足されないものがある。行政情報については、ファイリングシステムに

より管理されており、その一覧（ファイル基準表）が情報コーナーで閲覧に供してお

り、また、電子文書管理システムにより作成された文書（収受、供覧、起案）につい

ては、ホームページ上に行政情報検索システムを設け、件名の文字検索ができるよう

になっているが、それらを一体的に検索することができない。さらに、情報提供にお

いては、ホームページの重要性が増しているが、なかなか必要とする情報にたどり着

けない場合が多い。検索性が低くては、公開していないのと同じことになってしまう

ので、その向上を図らなければならない。 

    また、情報開示請求制度において、開示請求は電子申請が可能となっているが、開

示情報の写しの交付については、手交又は郵送に限られている。これについては、電

子メールやファクシミリを利用することにより、利便性や迅速性の向上が見込まれる。 

    情報通信技術は、これからも目覚しい発展を続けていくと考えられることから、そ

の成果を取り入れて、市民にとって実効性の高い情報公開のあり方を検討していく必

要がある。 
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５－５．広聴における課題 

 

 ① 市民の声が一元管理されず、定量的な分析も行われていない 

 ② 市民の声の「収集」から市政への「反映」までの工程を見直す必要がある 

 ③ 市民の声がどのように対応処理されたかが見えにくい 

 ④ 広聴実績のアピールが十分でない 

 ⑤ 事業の立案・展開に必要な広聴機能が十分に働いていない 

 

① 市民の声が一元管理されず、定量的な分析も行われていない 

 

 さいたま市では、市長への提案、タウンミーティング、パブリック・コメント、コ

ールセンターなど、さまざまな制度によって市民の声を収集しているが、それらの情

報はそれぞれの制度ごとに管理されており、市全体として、市民の声がどのような状

態にあるのかを市は十分に把握できていない状態にある。 

 それぞれの制度で蓄積されている市民の声に関しても、個別の案件に対して必要な

対応を行っている段階にとどまり、定量的な分析は行われていない。さらには、これ

までに蓄積された市民の声が、形式の異なるアプリケーションで管理されているため、

単純に統合もできない。 

 本来このような制度は、市民意識の定性的な情報を収集するものであり、意見数の

多い少ないよりも意見の内容に留意すべきものである。しかし、繰り返し寄せられる

同種の苦情や提案もあり、それらに関しては苦情・提案の「発信元」に対して、早期

に対策を講じることにより、市民の声に効果的・効率的に対応することができる。そ

のためには、各種広聴事業で収集する市民の声に加え、市全体に寄せられる市民の声

の定量的分析と、その資料となるデータの一元管理が必要になる。 

 

② 市民の声の「収集」から市政への「反映」までの工程を見直す必要がある 

 

 市長への提案において、市民の声は広聴課が窓口となって受け取り、事業課に対応

を依頼する。その後、事業課が回答の方針案を作成し、市長が確認した後、事業課が

回答を作成し、市長がさらに確認・署名して、市民に返答する。必要に応じて市長が

事業課に対応を指示することもある。 

 こうした一連の工程が確立されているものの、事業課をさがす段階、事業課が回答

を作成する段階、市長の確認を受ける段階のそれぞれにおいて時間を要し、回答に要

する時間の短縮は困難となっている。 

 また、この制度がいっそう活性化し市民の声の量が増えてくれば、そのすべてを市

長が自ら署名して回答することは物理的に困難になるおそれがある。 

市長の提案制度をはじめとして、市民の声の収集方法や処理ルートを見直し、組織

として対処できる体制を作る必要がある。 
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③ 市民の声がどのように対応処理されたかが見えにくい 

 

 市民の声の一部は、実際に市政に反映されているが、その成果が市民からは見えに

くい。また、市民の声が庁内でどのように処理されているのかについては、最終的な

結論が出るまでは公表されない。 

 市民の声が市政に反映された事例は、広聴の実績としてきちんと表示する必要があ

り、また将来的には、市民の声が庁内においてどのような処理段階にあるのかを、リ

アルタイムで追跡できるシステムを検討する必要がある。 

 

④ 広聴実績のアピールが十分でない 

 

 市の広聴機能は、政令指定都市としてふさわしい事業を行っているにもかかわらず、

市民に対して十分アピールできていない。そのため、市の広聴が機能していないよう

な印象を与えかねない。 

 広聴は、着実に行っていること自体が、かっこうの広報素材である。すなわち、市

民の声を真摯に聞く市の姿勢を示すことが、市民の市政に対する信頼感の醸成につな

がる。 

 したがって、さいたま市でも広聴機能の実態を単に公表するだけでなく、アピール

ポイントとして公表の仕方を工夫していく必要がある。 

 

⑤ 事業の立案・展開に必要な広聴機能が十分に働いていない 

 

 毎年実施している市民意識調査（経年調査、個別調査）は、市が実施している定量

調査の中でも、サンプル数や質問領域などにおいて信頼性の高いものであり、これに

よって市民意識の基本的な動向が正確に把握できる。しかし、年に一回の実施頻度で

あり、タイムリーなテーマ設定に向かず、一回の調査で質問できる分量も限られてい

る。さまざまな時事的テーマに関する市民意識を把握するためには、機能の拡充が求

められる。 

 また事業課でも、市民意識を把握する使い勝手のよいシステムがないために、事業

の推進の中で本来は把握しておくべき市民意識の実情を十分把握しないままに、事業

を進めてしまうような傾向がある。 

 政策立案の高度化、事業展開の円滑化のために必要な、各種の市民意識調査をタイ

ムリーなタイミングで実施できるシステムが必要である。 
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６．マスタープランの目標 

 

６－１．全体目標 

 

 ① 市政に対する「信頼感」の向上 

 ② 市民と市との「共有感」の向上 

 ③ 都市としての「存在感」の向上 

 

 ここで定める目標とは、先述したプランの２つの目的（①市政運営の高度化・円滑

化、②都市の魅力と活力の向上）を実現させるための具体的な方向性を示すものであ

り、いわば、遠くの的をねらうための照準である。 

 プランでは、以下の３つの目標を定める。 

 

① 市政に対する「信頼感」の向上 

 

 市政に対する市民の信頼感を醸成する。 

 

② 市民と市との「共有感」の向上 

 

 市民と市との間で情報・問題意識を共有し、市民と市との距離感をなくし、市民と

の一体感のある市政を形成する。 

 

③ 都市としての「存在感」の向上 

 

 市内外におけるさいたま市の都市イメージポジションを向上させ、市の存在感を強

める。 

 



 - 26 -

６－２．達成度指標 

 

 平成２２年９月に実施した「政令指定都市市民による都市イメージ比較調査」（以下

「比較調査」という。）と、平成１８年１２月に実施した「首都圏都市イメージに関す

る調査」の結果にもとづき、プランの達成度を測る指標を設定する。 

 なお、達成時期は計画期間終了時の平成３２年度末とする。 

 

① 市政に対する「信頼感」に関する指標 

 

 「比較調査」において、以下の５項目に関する該当状況によって市政への信頼感を

計測した。（かっこ内は１９政令指定都市中のさいたま市の順位。） 

 

   ・市の職員が市民の目線で仕事をしている（５位） 

   ・職員や市の機関で発生した不祥事・事故を隠さない（４位） 

   ・市は行政情報の公開に積極的に取り組んでいる（３位） 

   ・市の仕事ぶりは信頼できる（４位） 

   ・市民への広報をていねいに行っている（３位) 

 

 さいたま市におけるこれらの該当状況は、５項目合計で１９政令指定都市中３位に

ある。市政への信頼感に関連する項目の評価は、いずれの政令指定都市でも低調であ

り、そうした中での３位であった。また、さいたま市の場合、上記５項目に関して「判

断できない」という趣旨の「わからない」という回答が他市に比べて多く、３位の位

置も確固たるものではない。 

 プランの「信頼感」指標の達成度としては、この比較調査において政令指定都市中

のトップクラス、すなわち「１９政令指定都市中で最も市民に信頼されるクラスの市

政」を目指すものとする。 

 

 

② 市民と市との「共有感」に関する指標 

 

 「比較調査」において、市民と市との「共有感」の計測は、以下の５項目に関する

該当状況によって行った。（かっこ内は１９政令指定都市中のさいたま市の順位。） 

 

   ・市の事業やサービスに関心がある（１６位） 

   ・市の将来のあり方に関心がある（１０位） 

   ・市は市民の意見を聞いて、市の施策に生かしていると思う（２位） 

   ・まちづくりは、市民と市が協力して進めるべきだと思う（１８位） 

   ・市民と市は、一種の運命共同体だと思う（１７位) 
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 さいたま市におけるこれらの該当状況は、５項目合計で１９政令指定都市中１３位

にあり、市民と市の「共有感」は少ない状態にある。 

 プランの「共有感」指標の達成度としては、この比較調査において政令指定都市中

５位以内を目指すものとする。 

 

［さいたま市の順位］

順位 都市名 合計 都市名 合計

1 横浜市 22.4 横浜市 29.7

2 新潟市 22.0 仙台市 29.5

3 さいたま市 21.7 静岡市 29.2

4 浜松市 21.7 神戸市 29.1

5 川崎市 21.5 福岡市 29.0

6 仙台市 21.3 札幌市 28.9

7 名古屋市 21.1 北九州市 28.9

8 広島市 21.0 名古屋市 28.7

9 相模原市 20.8 浜松市 28.4

10 静岡市 20.6 大阪市 28.2

11 札幌市 20.5 堺市 28.0

12 北九州市 20.0 広島市 27.9

13 千葉市 19.9 さいたま市 27.9

14 福岡市 19.6 相模原市 27.8

15 神戸市 19.0 京都市 27.7

16 岡山市 18.2 川崎市 27.6

17 大阪市 17.7 新潟市 27.6

18 京都市 17.4 岡山市 27.3

19 堺市 17.1 千葉市 26.3

全体 20.2 全体 28.3

＊数値は加重平均値の合計。

市政評価 市政関与

 
 

 

③ 都市としての「存在感」に関する指標 

 

 首都圏の市民を対象とした「首都圏都市イメージに関する調査」において、さまざ

まな都市イメージ項目を提示し、その中からさいたま市に該当するイメージを選択す

る質問を行ったところ、「特にイメージが思い浮かばない」とする回答が 33％を占め

た。（９ページに掲載。） 

 プランの「存在感」指標の達成度としては、首都圏住民において当市のイメージが

何も思い浮かばない人を 20％まで減少させることを目指すものとする。 
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［達成度指標］ 

 

①信頼感 「比較調査」における「信頼感」分野で政令指定都市中 トップクラス 

②共有感 「比較調査」における「共有感」分野で政令指定都市中 ５位以内 

③存在感 首都圏住民において当市のイメージが思い浮かばない人 20％ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第Ⅱ部 第 1次アクションプラン 
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１．第 1次アクションプランの方針 
 

 第１次アクションプランでは、各分野の課題を解決し、かつさいたま市のＰＲ活動

全般を活性化させる事業を提示する。それらの事業の設計において、特に留意すべき

方針は次のとおりである。 

 

 ① 市のＰＲ活動の基盤を整備する 

 ② 既存事業を改めて再構築する 

 ③ 定期的に効果測定し、必要に応じて軌道修正する 

 ④ 組織で対応する仕組みをつくる 

 

① 市のＰＲ活動の基盤を整備する 

 

 今回のプランは、さいたま市のＰＲ活動全般を対象とする計画としては最初のもの

となる。第 1 次アクションプランでは、活発なＰＲ活動を安定的に展開することがで

きるような基盤を整備する。 

 

② 既存事業を改めて再構築する 

 

 広報課、広聴課、行政透明推進課が従来実施してきた事業は、プランの策定にあわ

せ見直しを行う。各事業の目的と効果を改めて評価・検討し、新規事業を含むＰＲ活

動全体の中で位置づけしなおした上で再構築する。 

 

③ 定期的に効果測定し、必要に応じて軌道修正する 

 

 プランに記載されたすべての事業に関して、ＰＤＣＡのサイクルをまわし、年に一

度、進捗度と効果を検証・総括する。その結果、軌道修正が必要な場合は、状況に応

じて見直し最適化を図る。 

 

④ 組織で対応する仕組みをつくる 

 

 人事異動により担当者がかわっても、事業の遂行に支障がないように、また質的な

低下を招かないように、事業の遂行に当たっては個人ではなく、できるかぎり組織で

対応する仕組みをつくり、必要に応じて手順を明文化する。 
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２．分野別戦略 

 

２－１．情報発信 

 

（１）都市イメージ戦略の方針 

 

 ① 市民参加によって市の目指す都市イメージの内容を決定する 

 ② 都市イメージを市民・職員に共有の資産・資源として育てる 

 ③ 都市イメージはまず市民への浸透を目指す 

 ④ キーパーソンを囲い込み、情報発信の拠点として活用する 

 ⑤ 「刷り込み」と「納得」のそれぞれの情報を発信し、さらに政策的に補完する 

 

① 市民参加によって市の目指す都市イメージの内容を決定する 

 

 さいたま市が目指す都市イメージは、市民参加の手続きを経て、その内容を決定す

る。例えば、都市イメージを訴求するキャッチフレーズを市民から公募することによ

ってアイディアを募り、イメージ内容を具体化する手法を検討する。 

 

② 都市イメージを市民・職員に共有の資産・資源として育てる 

 

 さいたま市は多彩で多様な魅力をもつが、いずれも市のイメージを代表するような

スケールの大きな魅力とはなっていない。今の段階でたとえば、その中からどれか１

つを意図的に市のシンボル的な要素として定めても、おそらく市民や職員において多

数の賛同は得にくい。 

 しかし、市の魅力はすでに顕在化している地域資源に加えて、今後新たに掘り起こ

される資源の中にしか存在しないし、それが都市イメージの中核となるためには、市

民と市とが協働して育てていくしかない。 

 具体的には、市民は市の魅力を再発見・再認識し、一方、行政は広報と政策の両面

から市の魅力を育て、相互に双方向のコミュニケーションを図りながら、それぞれの

分野で市の魅力を情報発信していく。 

 

③ 都市イメージはまず市民への浸透を目指す 

 

 さいたま市の都市イメージに関しては、先述のとおり、市外において市の実態が知

られていないという問題があったが、市内においても市民は市のイメージ・魅力を明

確には認識していない。 

 都市イメージ戦略は、一般的には市外での認知やイメージ形成を目標とする。しか

し、さいたま市の場合、市民レベルでも都市イメージが育っていない状況にあり、市
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民が知らない都市の魅力・イメージは、市外には伝わりにくい。 

 したがって、都市イメージ戦略は、まず市民への浸透を図るものとする。当然、直

接市外に向けての情報発信も行うが、市内において市の魅力を再認識することにより

都市イメージを形成し、それが順次市外に広がっていくような流れをつくる。 

 

④ キーパーソンを囲い込み、情報発信の拠点として活用する 

 

 有識者や著名人はもとより、情報発信力をもつ市民（ブログ、ＨＰなどの発信者）

や事業者も含めて、情報発信のキーパーソンと協力関係を構築し、これらの方々に対

して重点的に情報提供を行う。まずは、キーパーソン（下図の情報発信者）にさいた

ま市の魅力を理解してもらい、個別に情報発信してもらうのである。 

 これによって、市の情報は市からの直接発信や新聞・雑誌などのメディアのほかに、

プライベートな発信に乗る可能性があり、インターネット上で大きな影響力をもつ口

コミ効果が期待できる。 

 

 

 ［発信情報の流れ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＊）矢印は情報の流れ。 

 

 

⑤ 「刷り込み」と「納得」のそれぞれの情報を発信し、さらに政策的に補完する 

 

 都市イメージ形成のための情報は、キャッチフレーズとそれを説明する情報の２種

類を用いる。キャッチフレーズは、都市イメージの核となる要素を端的に表現したも

さ
い
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ま
市

情報発信者
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広 報

広 報
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さ
い
た
ま
市

情報発信者

市 内

市 外

広 報

広 報

パブリシティ

囲い込み

マスメディア



 - 32 -

のであり、市内外にイメージ要素の「刷り込み」を行う。 

 それと平行して、キャッチフレーズの内容を説明する詳細情報を発信し、そのイメ

ージ要素を市内外に「納得」させる。「刷り込み」情報は都市イメージの種であり、「納

得」情報はそれを育てる栄養分である。 

 さらに、そのイメージ要素に関連する諸事業を推進し、政策面でもイメージの成長

を助ける。 

 

 

（２）情報発信の方針 

 

 ① 多様な媒体を活用し（マルチチャネル化）、情報の二次利用につとめる 

 ② 市民に向けた広報の信頼性を高める 

 ③ 市政への関心を喚起する情報、市政が身近になる情報などを積極的に発信する 

 ④ 事業課の行う広報を意識とノウハウの両面から支援する仕組みをつくる 

 

① 多様な媒体を活用し（マルチチャネル化）、情報の二次利用につとめる 

 

 市報は、今後も市の広報の中心的媒体であるが、ただし市報への依存状態は緩和さ

せることとする。他の媒体も積極的に活用し、市報では十分に伝え切れなかった情報

を伝達していく。 

 その際、各媒体で取り上げた情報は、公式ホームページでも公開するなど、媒体間

の情報連動性を高め、有効な情報であれば一度限りの使用ではなく、二度三度と媒体

をかえて活用する。 

 

② 市民に向けた広報の信頼性を高める 

 

 市報に掲載されている行政サービス案内の情報（いわゆる「お知らせ」情報）は、

市民サービスの内容を端的に表現しており、市民の市政に対する信頼感の基盤ともな

っている。 

 したがって、市報の限られた誌面の中で、市民にほんとうに必要な情報を絞り込み、

行政サービス案内の利便性を高め、市政に対するさらなる信頼感の獲得を目指す。 

 

③ 市政への関心を喚起する情報、市政が身近になる情報などを積極的に発信する 

 

 「お知らせ」情報だけでなく、市政の重要課題やタイムリーな問題なども広報素材

として取り上げ、市政に対する市民の関心・理解を促進する。さらに、市政が身近に

感じられる情報、市の魅力を再認識する情報も、積極的に発信する。 
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④ 事業課の行う広報を意識とノウハウの両面から支援する仕組みをつくる 

 

 全庁的な情報発信を活性化するために、事業課の職員における広報マインドを高め

る庁内キャンペーンを行う。また、事業課が行う広報の効果・効率を上げる各種ツー

ルを用意し、必要に応じて広報課がサポートする。 

 

 

 なお、これまで指摘した方針を図式化すると、以下のようになる。市のキャッチフ

レーズを定め都市イメージ形成のためのメッセージ内容を統一し、かつ、広報課だけ

でなく全庁的に情報発信を活性化し、市報だけでなく多様な媒体を活用するマルチチ

ャネル化をすすめることで、情報発信のパワーを集中させ、都市イメージの形成を早

期に図っていく。 

 

 

[従来の都市イメージ情報発信]

[今後の都市イメージ情報発信]

パワーロス

イメージ形成
ならず

方向性のバラバラな
情報発信

全庁
による発信

マルチチャネル
による発信

都市イメージ
の形成

パワー集中
＊キャッチフレーズ

メッセージ
の統一
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（３）ターゲットの考え方 

 

 メインは 30～40代の女性。 
 サブは 20～30代前半の独身者と 65歳以上の高齢者。 

 

 

 市の情報発信ターゲットは、すべての市民を対象とする。ただし、情報の効果的・

効率的な伝わり方を考慮すると、30～40 代の女性を重点的に意識すべきターゲットと

設定できる。この層をメインにすえる理由は、以下のとおりである。 

 

  ・30～40 代は市の人口構成のボリュームゾーン。（平成 22年 10 月現在） 

  ・女性は、自分が受信した情報を周囲に伝える伝播力が強い。 

  ・結婚年齢を含み家庭を持つ人が多いため、市民意識や定住意識を育てやすい。 

  ・市民意識が育つと、市政への関心を持ち、市政参加意識も生まれやすい。 

 

 30～40 代女性というターゲットは、将来的にも動かさず維持する。今の 30～40 代

は 10 年後には 40～50 代になるが、この世代において育った市民意識は、情報発信タ

ーゲットからはずれても継続して、市の情報に敏感に反応することが期待できる。 

 

 

 ［平成２２年１０月現在、さいたま市の人口構成］ 
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 また、20～30 代前半の若年独身者と 65 歳以上の高齢者をサブターゲットとする。

若年独身者はもともと市政への関心が薄い層だが、メインターゲットにつながる世代

であるため、早くから市の広報に接触してもらい、メインターゲットに育つ土台をつ

くるものとする。 

 高齢者に関しては、情報化社会の高度な進展に取り残され「情報弱者」になってし

まうおそれがあるため、意識的にターゲットとして取り上げて情報提供を行う。 
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（４）今後のシティセールス展開案 

 

 第 1 次アクションプランでは、さいたま市の特長（現有の資産）と政策的なまちづ

くりの方向性にもとづいて、市が今後獲得していく都市イメージの方向性を定め、そ

れを表現したキャッチフレーズを定める。その後、都市イメージの方向性（キャッチ

フレーズ）の内容にもとづき、全庁的に情報発信の方向性を統一化していくことにな

る。市の情報発信の基盤が整えられ、情報発信のパワーが同じ方向にむかえば、さい

たま市の都市イメージ戦略は、新たな段階に達することが予測される。 

 シティセールスは、都市イメージの確立により、プランの第２次アクションプラン

と並行して展開する。 

 

 ［都市イメージ戦略からシティセールスへの流れ］ 

さいたま市
の資産

第1次アクションプラン

都市イメージの方向性
（フィルター）

対外的な働きかけ
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（シティアイデンティティ）
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経済的・財政的効果

市の現有資産（魅力）と、今後
の政策的な力点にもとづき、
訴求・育成すべき都市イメージ
の方向性を決める。

第1次アクションプランによって
整備・強化された情報発信アイ
テムに乗せて、都市イメージを
訴求する。

市内外の市民に公認された都
市イメージ（魅力）は、市のシ
ティアイデンティティとなる。
都市イメージの向上は、この次
元で達成される。

市の魅力の中から、「売れる」
（＝経済的・財政的効果が期待
できる）要素をピックアップして
「売る」。
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整備・強化された情報発信アイ
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訴求する。

市内外の市民に公認された都
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10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月

H22年度 H23年度 H24年度 H25年度

広報
マスタープラン

都市イメージ
＋

キャッチ
フレーズ

シティ
セールス

第1次プラン
検討・調整

策
定

都市イメージ
の方向性検討

キャッチフレーズ
の検討

発
表

第2次アクション
プラン検討

第1次アクションプラン実施

調整
策
定

都市イメージ発信

情報発信の基盤整備
庁内のPRマインド醸成

募集

継続事業

個別案件のセールス実施
全市的シティセールスの検討

政策局、
広報課

広報課

マスタープラン策定後の展開案

新規事業

シティ
セールス

第2次アクション
プラン実施
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（５）情報発信事業のアイテムマップ 

 

 情報発信にかかわる事業をその対象範囲ごとに分類すると、下表のようになる。こ

のうち太字で表示された事業は、新設のものを示す。 

 

  市外 市内 庁内 

素材 都市イメージキャッチフレーズ 

映像ライブラリー 

 

 市報さいたま 

ハローマイタウン 

ガイドマップ 

 印刷物 

グラフ誌版市勢要覧 

ニュースレター 

グリーティングカード 

  

インター 

ネット 

公式ホームページ 

地域ポータルサイト 

広報課ブログ 

メールマガジン 

  

 催事情報システム  映像 

ＰＲビデオ   

マス媒体 テレビ広報 

ラジオ広報 

新聞広告 

  

情報発信協力者 庁内報 

ＰＲヘルプデスク 

庁内優良ＰＲ紹介 

各課広報担当者 

制度・企画 

東京事務所拠点

化 

出前講座 

事業課ＰＲツールの効率化 

マニュアル   ＰＲ実践マニュアル 

情報発信テンプレート 

市民向け文章作法 

事業課ＰＲ調査 

事業ＰＲ計画フォーマット 
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 市の情報の受け手別に情報発信事業を整理すると、下図のようになる。受け手はマ

スメディア、情報発信者、市民であり、このうち、情報発信者とは情報発信手段を持

っている個人や事業所を指す。 

 たとえば、「都市イメージキャッチフレーズ、公式ホームページ、テレビ広報番組、

ラジオ広報番組、新聞広告」は、マスメディア、情報発信者、市民のすべてに情報を

提供するアイテム、「情報発信協力者、地域ポータルサイト、メールマガジン」は情報

発信者向けのアイテム、「映像ライブラリー、グラフ誌版市勢要覧、ニュースレター」

は情報発信者とマスメディア向けのアイテムである。 

 また、「庁内報」以下の「庁内の基盤整備」に関するアイテムは、主として事業課の

広報を支援するアイテムである。 

 

 

 

 ［アイテムマップ］ 

 

 

マスメディア情報発信者
市報
ハローマイタウン
ガイドマップ
催事情報システム
ＰＲビデオ
グリーティングカード
広報課ブログ

パブリシティ

東京事務所拠点化

庁内の
基盤整備

映像ライブラリー
グラフ誌版市勢要覧
ニュースレター

情報発信協力者
地域ポータルサイト
メールマガジン

出前講座
事業課ＰＲツールの効率化 市民

庁内報
ＰＲヘルプデスク
庁内優良ＰＲ紹介
各課広報担当者
出前講座
事業課ＰＲﾂｰﾙの効率化

ＰＲ実践マニュアル
情報発信テンプレート
市民向け作文法
事業課ＰＲ調査
事業ＰＲ計画フォーマット

都市イメージキャッチフレーズ
公式ホームページ
テレビ広報番組
ラジオ広報番組
新聞広告
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（６）情報発信のアイテム 

 

【素材】 

事業名 都市イメージキャッチフレーズ 

目的・効果  さいたま市の目指す都市イメージを端的に表現するもの。 
 市内外の人が、さいたま市に対して抱く都市イメージの基本的な要素。 
 職員においては、情報発信の際の重点課題を示すものとなる。 

使い方  市章やキャラクターと組み合わせ、特に市章を表示する際に必ずキャッチ
フレーズも表示されるようにデザインする。 

 テレビ広報やラジオ広報でも活用し、視聴者の意識下に「刷り込む」。 
 広報課が行う広報はいうまでもなく、事業課による広報においても、キャ
ッチフレーズの内容を補完する情報発信を意識的に実施する。 

内 容  誕生 10周年を契機として、今後 10年間にさいたま市が目指す都市イメー
ジの方向性を決定する。 

 都市イメージの方向性にそった市のキャッチフレーズを市民公募する。 
 10周年記念イベントの中で、決定したキャッチフレーズを発表する。 
 キャッチフレーズに表現された都市イメージの実現のために、政策面でも
市の実体をイメージの方向に育てる事業を実施し、広報・政策の両面から

新しい都市イメージを具現化していく。 

年 度  平成 23年度、都市イメージの方向性決定、市民から公募、記念式典で発表。
 平成 24年度、市内外への周知 
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【素材】 

事業名 映像ライブラリー 

目的・効果  さいたま市の魅力を広く市内外に周知し、都市イメージの向上と市民意識
の高揚を図る。 

 市内外の人やマスコミが市の映像素材を自由に活用することで、市の魅力
を自由に発信してもらう。 

対 象  市内外の人、マスコミ。 

内 容  広報課が保管・更新する市内の映像データのうち、市の魅力を伝えるもの
を公式ホームページでフリー（無料）素材として公開する。 

 市民の作品募集についても検討する。 

年 度  平成 23年度、公開。 
 平成 24年度、継続。 
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【印刷物】 

事業名 市報さいたま 

目的・効果  市内向け広報の主たる媒体としていっそうの充実を図る。 
 「お知らせ」情報の検索性を高め、情報を探しやすくする。 
 従来発信が少なかった重要施策や市の魅力に関する情報を積極的に発信
し、市政への信頼感・共有感を育て、市のイメージアップを図る。 

対 象  すべての市民を読者としつつ、重点ターゲットは市民のボリュームゾーン
である 30～40代の、しかも情報の波及効果を期待して女性とする。 

内 容  事業・サービスの案内、募集などの「お知らせ」情報の検索性を高めるた
めに、本の小口部分にカテゴリーを帯状に表示する。 

 高齢者に関係する情報は、フォントやレイアウトを工夫するなど視認性を
高める見せ方を検討する。 

 「お知らせ」情報に関しては、掲載の基準を再度明確化し、掲載情報の絞
り込みを検討する。 

 「特集」「BREEZE」「さいたマガジン」のページは、必要に応じて再構成
する。 

 新たに「アピール情報」のページを設け、重要施策や市の魅力に関する情
報を提供する。 

 市民との双方向コミュニケーションの場として、投書、写真、イラストな
どの募集欄を設ける。 

 ページ数は従来どおりとする。 
 たとえば、読者に市の魅力を再発見してもらうなどの誌上でのシリーズ企
画（例：さいたま市百景）を随時展開する。 

 なお、全戸配布に関しては当面維持。 
 音声テープ版市報に関しては、利用者ニーズの動向にあわせて、徐々にカ
セットテープからデイジー版に移行する。 

年 度  平成 23年度、全面改訂。 
 平成 24年度、継続。 
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【印刷物】 

事業名 ガイドブック「ハローマイタウン」 

目的・効果  必要な情報を素早く探せるように、アクセス性・検索性を高める。 
 将来的には転入者が必要な民間情報も盛り込み、市民生活に役立つ「便利
帳」を目指す。 

対 象  市への転入者。 

内 容  転入者が真に必要な情報を厳選し、掲載情報を絞り込む。 
 転入者の利便性を考慮して、情報の並びを変更する。 
 参照が少ない情報は問い合わせ先のみ表示し、掲載情報量にめりはりをつ
ける。 

 表１～４は上質紙のカラー印刷であるため、カラー印刷の効果を生かせる
情報を掲載する。 

 民間の施設・サービスであっても、公共性と利便性が高いと想定されるも
のに関しては、どのような形で掲載できるか検討する。 

 広告の掲載に関しては、市のイメージを悪化させないような配慮が必要。

年 度  平成 23年度、改訂。 
 平成 24年度、継続 

 

【広告の取り扱い】 

 当該媒体において、一概に業者広告をしりぞけるわけではないが、なかには、市が望まないようなイメ

ージを付加してしまうおそれがある広告もありえる。本市広報は、非常に大きな予算を費やして都市イ

メージの向上を図ろうとしており、それに逆行するような影響が懸念される広告を掲載することは、本

市広報の本義に反する。広告を掲載する際には、その影響を十分に考慮した上で取り扱う必要がある。 
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【印刷物】 

事業名 さいたま市ガイドマップ 

目的・効果  行政関連の地図情報を伝えるだけでなく、市のイメージアップにつながる
内容にする。 

 視認性の高い地図に作り変える。 
 市民の行政地図ニーズに応じた利便性の高い地図を作成する。 

対 象  市への転入者。 

内 容  現在、裏面に掲載されている各区の紹介情報、全市略図、市歌を全面改訂
し、市の魅力を端的にかつセンスよく伝える内容に差し替える。 

 ガイドブック「ハローマイタウン」と一体化したデザインにする。 
 広告の掲載に関しては、市のイメージを悪化させないような配慮が必要。
 現在、区ごとに色分けされているが、「区の色」により塗り分けた結果、か
えって区界が見えにくく、また、地の色が着色されているため、地図上の

文字も読みにくい。市域外を着色し、市内を白地図化するなどして、文字

情報の視認性を高める。 

 民間の施設・機関であっても、公共性が高いものに関しては、市民の利便
性に配慮し掲載を検討する。 

年 度  平成 23年度、現行地図改訂。 
 平成 24年度、新地図検討。 
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【印刷物】 

事業名 グラフ誌版市勢要覧 

目的・効果  単に市を説明する資料ではなく、市のイメージアップに寄与するグラフ誌
に変更する。 

 さいたま市の「今・旬」の魅力を展開するツールとする。 

対 象  市のイメージアップにつながる情報発信を期待できるキーパーソン、マス
コミ関係者。 

内 容  全面的に改訂し、ページ数を減らした上で（全 24ページ程度）、鮮度の高
い情報を掲載。 

 グラフ誌の体裁をとり、写真を大きく扱い、さいたま市の「魅力」「らしさ」
「現在の姿」を伝える内容とする。 

 ターゲットに直接郵送する。（希望者にも郵送。） 
 計画的に毎号テーマを設定し、伝えるべき内容を絞り込む。 
 号を重ねることで、シリーズの読み物として楽しめる内容にする。 
 市のイメージアップツールにふさわしい名称をつける。 

年 度  平成 23年度、年 2回発行。 
 平成 24年度、継続。 

 

【印刷物】 

事業名 ニュースレター 

目的・効果  市から定期的な報告を行い、メディアや個人の情報発信者との関係を密に
して、市への理解を深める。 

対 象  市のイメージアップにつながる情報発信を期待できるキーパーソン、マス
コミ関係者。 

内 容  市のトピックス、政策や事業の動向などを掲載。 
 年４回発行。Ａ４版２ページ。 
 公式ホームページにも掲載し、市政の近況がわかるコンテンツページとす
る。 

年 度  平成 23年度、定期発行。 
 平成 24年度、継続。 
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【印刷物】 

事業名 グリーティングカード 

目的・効果  さいたま市の魅力を市内外に発信するため、地域資源をデザインに取り入
れたグリーティングカードの画像データを作成し、公式ホームページで公

開する。 

使い方  市民や事業者が自由にダウンロードして、使用する。 

内 容  さいたま市の地域資源、市のキャッチフレーズなどを印刷したグリーティ
ングカードを、デザイナーに依頼して作成する。 

年 度  平成 23年度、運用開始。 
 平成 24年度、継続。 
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【インターネット】 

事業名 公式ホームページ 

目的・効果  市広報の主たる媒体としていっそうの充実を図る。 
 市の「顔」として、市のイメージアップに寄与するつくりとする。 
 情報の検索性を高め、使いやすいホームページとする。 
 コンテンツページのデザインを整え、読みやすくわかりやすい内容とする。

対 象  検索エンジンの使い方に習熟していないインターネット利用者レベルを想
定。 

内 容 【トップページ】 

 現行のトップページは、ホームページ全体のインデックス（総索引）をか
ねているが、市の「顔」としてのトップページとインデックスページとを

分離する。 

 トップページには、さいたま市の魅力を表現した写真とキャッチコピー、
アクセスの多いコンテンツへのリンクのみを大きく表示する。 

 トップページには、バナーを置かない。 
【コンテンツ】 

 コンテンツは、アクセス数によってランク分けし、アクセスの多いコンテ
ンツ群は、トップページから２クリックでたどり着けるようにリンクを組

み立てる。 

 アクセスの多いコンテンツを優先的にデザイン変更する。 
 デザイン変更したコンテンツを推奨デザインと位置づけ、他のコンテンツ
の見本とする。 

 アクセスの多くないコンテンツについては、従来のトップページをインデ
ックス用の中扉として流用し、そこからたどる。 

 ジャンル設定、表題のつけ方、コンテンツのデザイン、古すぎる情報など
の不適切なコンテンツに対しては、庁内で相互に監視する仕組みをつくる。

 市民に身近な情報の提供に際しては、「遊び心」を生かした内容を工夫する。
 市の最重要施策、市の魅力、市政の近況が分かるコンテンツを新設する。
【中扉ページ】 

 多数のバナーを整理し、分野ごとに再構成する。 

年 度  平成 23年度、トップページの全面改訂。以後、順次コンテンツの改訂。 
 平成 24年度、継続。 
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【インターネット】 

事業名 地域ポータルサイト 

目的・効果  市民や事業者による市内の魅力情報の発信を支援し、官民協働の情報発信
により都市イメージの向上を図る。 

 ポータルサイトの参加者間での情報共有が進み、市の情報が伝わりやすく
なる。 

対 象  さいたま市在住、またはゆかりの個人・事業者のインターネット情報発信
者。 

内 容  さいたま市関連の情報をインターネット上に発信している個人・事業者の
ＨＰ・ブログのリンクを集めたポータルサイトをつくり、インターネット

上でさいたま市情報が集まる場所とする。 

 ポータルサイト参加者と市との連携を深め、情報交換を行い、相互に連携
して情報を発信する。 

年 度  平成 23年度、ポータルサイト設計。参加者募集。 
 平成 24年度、ポータルサイト運用開始。 

 

【インターネット】 

事業名 広報課ブログ 

目的・効果  広報課職員が非オフィシャルな情報を発信することにより、市民から見た
市政への距離感を縮め、市民に身近な市政イメージを醸成する。 

 市民と市との双方向コミュニケーションの場として活用する。 

対 象  インターネット利用者。 
 特に、20～30代の若年層を意識した内容とする。 

内 容  広報課の日常、庁内の動き、市役所の業務などに関する情報を、親しみや
すい語り口で紹介する。 

 記事のカテゴリー設定によって、市役所という組織と業務の紹介となるよ
うに記事を構成する。 

 単なる紹介記事だけでなく、職員の肉声が伝わるような記事、市政に関し
て市民といっしょに考える問題提起型の記事も折々にアップロードする。

 複数の広報課職員が持ちまわりで執筆する。 
 市の公式情報としては発表しにくい情報も、さらりと発信できるような自
由闊達な雰囲気を演出する。 

 市民の意見・反応を、記事に対する「レスポンス」（書き込み）によって受
信し、それに対して広報課職員が「レスポンス」を重ねる、という形で双

方向コミュニケーションを行う。 

年 度  平成 23年度、運用開始。 
 平成 24年度、継続。 
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【インターネット】 

事業名 メールマガジン 

目的・効果  直接市民の手もとに情報を届けられる媒体として、市が伝えたい情報の提
供のため積極的に活用する。 

 メルマガを市と市民とを直接つなぐパイプと位置づけ、つながりを密にす
ることにより、市への共感を持つコア市民層を育てる。 

 事業課においては、公式ホームページの更新コンテンツを告知することで、
参照数を増やす。 

対 象  市政全般、自分に関係する行政サービス、市の魅力などの情報に関心があ
る市民。 

内 容 【広報課メールマガジン】 

 読みやすい内容にするために、一度に発信する本文を減らす。 
 市民との「つながり感」を高めるために、発行頻度を現行の月２回から４
回に増やす。 

 最終的には公式ホームページへの誘導を意図するが、それだけに特化する
のではなく、メールマガジン自体の「読み物」としての楽しみを作り出す。

【事業課メールマガジンの新設】 

 メールマガジンの種類、発行頻度を増やしても、コストは変わらないため、
事業課にもメールマガジンの積極的な発行を働きかける。 

 事業課と広報課がタイアップし、事業課のメールマガジンの運用例（成功
例）をつくり、他の事業課にメールマガジンを活用する事例を示す。 

年 度  平成 23年度、広報課メールマガジン改訂、事業課版活用例作成。 
 平成 24年度、継続 
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【映像】 

事業名 催事情報システム（プラズマテレビ） 

目的・効果  10区役所の合計で、1年間に推計延べ 200万人以上の市民が来庁しており、
催事情報システムは有効に活用すれば一定のＰＲ効果が期待できる。 

 市政情報の周知に積極的に活用する。 
 ＰＲビデオ、テレビ広報番組などの映像コンテンツを二次利用する場とし
ても有効である。 

対 象  区役所来庁者。 

内 容  ＰＲビデオ、テレビ広報番組の二次利用のほか、事業課の広報媒体として
活用する。 

 テレビ放送用データの作り方に関するガイドラインを作成し、事業課が放
送用データを自作できるようにする。 

 この媒体が、市民と職員にとってわかりやすく、親しみをもってもらえる
ように「催事情報システム」「プラズマテレビ」ではない呼称をつけ、事業

課の利用促進を図る。 

年 度  平成 23年度、放送用データ作成のガイドライン作成。新しい放映計画に沿
った試験放映開始。名称変更。 

 平成 24年度、新運用開始。 
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【映像】 

事業名 ＰＲビデオ 

目的・効果  市の内外に向けて、市の魅力を紹介する。 
 市が伝えたいキーパーソンに映像情報を伝える。 
 美しい上質な映像によって、市の魅力を多方面からとらえ、新しい市の魅
力を発見する。 

 市の現在の姿を記録し、市の公式な映像記録として後世に伝える。 
 二次利用の用途を広げ、簡単に市の魅力紹介ができるツールとする。 

使い方  テレビ埼玉で年２回放送。 
 市のイメージアップにつながる情報発信を期待できるキーパーソン、マス
コミ関係者に配布。 

 公式ホームページでストリーミング配信。 
 区役所のプラズマテレビで定期的に放映。 
 市内の図書館、小・中学校に配布。 

内 容  市のイメージアップ用市勢要覧の動画版として、市の魅力を伝える上質な
映像で構成する。 

 そのときどきのさいたま市の姿を記録し、後世に伝える史料映像とする。
 毎年１作ずつテーマを明確に設定し、計画的に市の魅力を網羅的に記録す
る。 

 これまで作成したＰＲビデオは、すべてＤＶＤ化し、内容をリスト化した
上で公開する。（公式ホームページ、区役所プラズマテレビ、図書館、学校

など） 

年 度  平成 23年度、旧作のＤＶＤ化、リスト化。 
 平成 24年度、継続 
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【マス媒体】 

事業名 テレビ広報番組「きらめきいっぱいさいたま市」 

目的・効果  市の内外に向けて、市の魅力を紹介する。 
 市の「今」を、映像で伝える。 
 市の魅力だけでなく、重要事業なども必要に応じて取り上げ、施策ＰＲツ
ールとしても活用する。 

使い方  テレビ埼玉で放送。 
 公式ホームページで２年間ストリーミング配信。 
 区役所のプラズマテレビで順次放映する。 
 市内図書館、学校での活用を検討。 

内 容  情報が着実に伝わる方法を工夫するとともに、視聴者に伝えたいことを伝
わる方法で表現する。 

【旧作の扱い】 

 ＶＨＳ版はＤＶＤ版に転換する。 
 旧作の内容を検索できるようにリスト化し、貸し出しする。 

年 度  平成 23年度、旧作のＤＶＤ化を開始。 
 平成 24年度、継続。 

 

【マス媒体】 

事業名 ラジオ広報番組 

目的・効果  県外にも情報発信できる媒体であり、首都圏における市のイメージアップ
に有効。 

 放送スタイルは、キャッチフレーズの「刷り込み」に適する。 

対 象  NACK5視聴者。（首都圏） 

内 容  都市イメージの形成に寄与する複数のキャッチフレーズを用意し、継続的
に放送する。 

年 度  平成 23年度、新バージョン放送。 
 平成 24年度、継続。 
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【マス媒体】 

事業名 新聞広告 

目的・効果  県内版での掲載が主となるが、県内全域へのアピールに活用できる。 
 市の県内での存在感の向上だけでなく、市への集客、転居などの誘導も企
図する。 

対 象  新聞読者（県内）。 

内 容  毎年広告テーマを計画的に設定する。「さいたまつり」「大宮盆栽美術館」
「市のアピール」など。 

 「行政が作る広告」ということを感じさせない、斬新でインパクトのある
広告とする。 

年 度  平成 23年度、内容検討、掲載。 
 平成 24年度、継続 
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【制度・企画】 

事業名 情報発信協力者 

目的・効果  情報発信協力者を組織し、民間からの情報発信を促進する。 

対 象  市の「観光宣伝部長」など、情報発信が期待できる著名人。 
 ブログやホームページを使って情報発信している市民。 

内 容  市の魅力やトピックスを発信してくれる協力者をリスト化し、市からこま
めに情報提供を行い、ネタを提供する。 

年 度  平成 23年度、リスト作成。順次情報提供。 
 平成 24年度、継続。 

 

【制度・企画】 

事業名 東京事務所拠点化 

目的・効果  首都メディア戦略の最前線拠点。 

内 容  主要メディアとの関係・人脈づくりを行う。 
 リリース、ニュースレター、グラフ誌版市勢要覧などを首都メディアに届
け、市を売り込む。 

 首都圏や全国を意識したプロジェクトがある場合は、首都メディア戦略の
拠点となる。 

年 度  平成 23年度、運用開始。 
 平成 24年度、継続。 
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【庁内／制度・企画】 

事業名 庁内報 

目的・効果  ＰＲ活動の進捗情報、役に立つ情報を全庁で共有する。 
 職員のＰＲ意識を鼓舞する。 

対 象  全職員。 

内 容  広報課から全庁に向けて、毎月１回の月報として発信する。 
 アクションプランの進捗、活動事例などを周知する。 
 市長の言葉・考えを職員に伝える。 
 キャンペーンワードにちなんだ愛称をつける。 
 全庁掲示板を通して全庁に周知し、さらに各課で回覧する。 

年 度  平成 23年度、検討。 
 平成 24年度、運用開始 
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【庁内／制度・企画】 

事業名 ＰＲヘルプデスク 

目的・効果  事業課のＰＲ活動を広報課スタッフが支援し、事業課によるＰＲの水準を
上げる。 

対 象  全庁各事業課。 

内 容  広報課の中に、事業課ＰＲを支援する体制をつくる。 
 事業課のＰＲ活動の中で、困ったこと、わからないことがあれば、いつで
も広報課が相談に応じる。 

 当初は特定の事業課のＰＲ活動を支援し、事業課ＰＲの範となる事例を増
やしていく。 

 最終的には、事業課の「事業ＰＲ計画」をサポートし、戦略的な事業ＰＲ
を展開できるようなＰＲ能力を育てる。 

 相談内容、支援内容を記録した「ＰＲヘルプ記録」をイントラネットで公
開し、ノウハウの共有を図る。 

年 度  平成 23年度、支援事例づくり。 
 平成 24年度、継続。 

 

【庁内／制度・企画】 

事業名 庁内優良ＰＲ紹介 

目的・効果  事業課で実施されたＰＲ事例の中から、とくにすぐれた企画を顕彰し、事
業課ＰＲの手本として共有する。 

 事業ＰＲに取り組む意欲を高める。 

対 象  前年度に事業課で実施されたＰＲ活動。 

内 容  事業課所管の印刷物やグッズ、市民説明会や現場視察などの市民とのコミ
ュニケーション活動など、市民へのＰＲ全般を対象に評価する。 

 ツール類の完成度、企画のユニークさ、効果の大きさなどの視点から個々
の活動を評価し、とくに優秀な例を紹介。 

 他事業課の範となるように公式ホームページ上で公開する。 

年 度  平成 23年度、検討 
 平成 24年度、印刷物に関する事例を選考。 
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【庁内／制度・企画】 

事業名 各課広報担当者 

目的・効果  各課に広報担当者を任命し、事業課においても新たなＰＲ活動に取り組む
体制をつくる。 

 

対 象  各課のホームページ担当者をあてる。 

内 容  事業課によるＰＲ活動の実働部隊となる。 
 インナーキャンペーンでは各課の連絡窓口となり、プランの全庁的浸透に
寄与する。 

 ホームページの担当者制度は継続する。 
 

年 度  平成 23年度、運用開始。 
 平成 24年度、継続。 
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【庁内／制度・企画】 

事業名 出前講座 

目的・効果  市政に対する理解、親近感を醸成し、市政への市民参加を促す。 

対 象  市内に在住または通勤、通学の人。 

内 容  市民に伝えるべき重要事業、伝えたいトピックス、意識啓発などのテーマ
を事業課が設定し、それぞれのテーマに沿った市民対象の講座メニューを

つくる。 

 特に必要性や市民ニーズが高いと思われるテーマに関しては、広報課から
事業課に講座設定を働きかける。 

 講座ではテーマに沿った説明に加えて、さいたま市をＰＲするような事
業・イベント等も紹介していく。 

 広報課は、事業課で設定した講座をとりまとめ、市民に周知する。 

年 度  平成 23年度、テーマ設定、講座開設の準備、運用開始 
 平成 24年度、継続。 

 

【庁内／制度・企画】 

事業名 事業課ＰＲツールの効率化 

目的・効果  事業課が作成しているさまざまなＰＲツールの効率的な運用を図る。 

対 象  全庁事業課で作成するＰＲツール。 

内 容  印刷物調査にもとづき、事業課作成のＰＲツールにおける対象者、配布時
期、配布方法などの重複を洗い出す。 

 事業課が異なっても統合可能なツール、統合することで伝達力が高まるツ
ールを特定し、ツールの効率的な統合のあり方を検討する。 

年 度  平成 23年度、統合ツールの検討。 
 平成 24年度、試験運用。 
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【庁内／マニュアル】 

事業名 ＰＲ実践マニュアル 

目的・効果  事業課で行う事業ＰＲの手引書。 
 ＰＲに関する知識が浅い職員であっても、事業ＰＲが可能となるようなマ
ニュアル。 

 事業課でのＰＲの効果的なあり方、広報課の支援内容などを明示する。 
 事業課でのＰＲの「敷居」を低くする。 

対 象  全庁職員。 

内 容  事業課ＰＲの意義・メリット、実施方法、実施のタイミングなど。 
 事業課ＰＲを展開するに当たっての広報課の活用の仕方、ＰＲ効果の考え
方など。 

年 度  平成 23年度、マニュアル作成。 
 平成 24年度、運用開始。 

 

【庁内／マニュアル】 

事業名 情報発信テンプレート 

目的・効果  事業課で独自に作成するＰＲツールのひな形を版型別（チラシ、パンフレ
ットなど）に用意し、それを活用することで、ツールの質が平準化され統

一感が生まれる。 

内 容  パンフレットの表紙、チラシ、ポスターのひな形をそれぞれ４種類程度作
成。 

 用途・好みに応じて事業課が選び、ひな形内の文字やビジュアルを差し替
えて使用する。 

 以降年々ひな形を増やし、選択の幅を広げていく。 

年 度  平成 23年度、テンプレート作成、運用開始。 
 平成 24年度、継続。 
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【庁内／マニュアル】 

事業名 市民向け文章作法 

目的・効果  市民に正確に伝わり、分かりやすい文章を書くための手引書。 

対 象  全庁職員。 

内 容  ホームページ、広報ツール、記者提供資料など、庁外の人に向けた文章を
書く際に留意すべき諸点を手引書としてまとめる。 

 役所言葉、役所的な言い回し、伝わりにくい構文などを排除し、伝わりや
すい例を示す。 

年 度  平成 23年度、内容検討。 
 平成 24年度、運用開始。 

 

【庁内／マニュアル】 

事業名 事業課ＰＲ調査 

目的・効果  事業課のＰＲ活動を自己評価することで、事業ＰＲの効果的なあり方を検
討する契機をつくる。 

 事業課で作成したＰＲ調査票を広報課で取りまとめ、全庁的なＰＲ活動の
全容を把握する。 

対 象  事業課で実施する対市民コミュニケーション活動全般。 

内 容  事業課が事業を推進する中で実施する対市民コミュニケーション活動を記
録し、自己評価するための書式をつくる。 

 広報課に集約された事業課のＰＲ情報にもとづき、庁内ＰＲ事例アワード
を表彰する。 

年 度  平成 23年度、事業課ＰＲ調査票の設計、調査実施。 
 平成 24年度、継続。 

 

【庁内／マニュアル】 

事業名 事業ＰＲ計画フォーマット 

目的・効果  事業を立案・推進する上で、効果的なＰＲを考える契機をつくり、実践を
助ける。 

対 象  ＰＲを必要とする事業全般。 

内 容  個別の事業において、どのようなＰＲ活動が、どのタイミングで行えばよ
いのかを検討するためのフォーマットを示す。 

 項目ごとに記入することで、事業ＰＲの進め方がわかるようなカルテ形式
とする。 

年 度  平成 23年度、内容検討。 
 平成 24年度、試験運用。 
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２－２．報道対応 

 

（１）報道対応の方針 

 

 ① 広報監付の体制を拡大し、市のパブリシティ全般の底上げを指導する 

 ② 職員の PRマインドを育成する 

 ③ 広報との連動性を強める 

 ④ 危機事案発生時の非常時広報体制を確立する 

 ⑤ 記者会見を効果的に演出する 

 

① 広報監付の体制を拡大し、市のパブリシティ全般の底上げを指導する 

 

 広報監付は、市のパブリシティ全般を統括する立場から、事業課がつくる記者提供

資料、市長の定例記者会見用資料などに対して指導監督体制を強化し、資料の質的向

上、訴求力の強化を図る。 

 

② 職員のＰＲマインドを育成する 

 

 所管事業の「付け足し」のようなＰＲではなく、事業推進を助けるような「攻めの

ＰＲ」が発想できるように、職員のＰＲマインドを育成し、ノウハウを蓄積する。 

 

③ 広報との連動性を強める 

 

 広報課で行っている広報と広報監付が統括するパブリシティは、方法論的な違いは

あるが、目指すところは同じである。現在のところ、組織上個々に独立的な動きをし

ているが、広報とパブリシティが情報発信・提供の両輪となって、相乗効果を上げら

れるように相互の連動性を強める。 

 

④ 危機事案発生時の非常時広報体制を確立する 

 

 報道対応は「迅速性とタイミングのよさ」が何よりも大切であり、危機事案発生時

にはさらに格別の対応が求められる。非常時にふさわしい、平時とは異なる対応がで

きるように危機管理部局との連携を強化しながら、非常時広報体制を改めて確立する。 

 

⑤ 記者会見を効果的に演出する 

    市長定例記者会見は、必ず新聞等のマスメディアで報道される市のトップセールス

である。市長が発表するにふさわしい内容とするとともに、記者や市民により分かり

やすく伝わるよう様々な演出を行い、取材しやすい環境を整備する。 
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（２）報道対応のアイテム 

 

事業名 パブリシティガイドライン 

目的・効果  パブリシティを質的に向上させ、広報監付のチェック機能を働かせること
により、提供情報の訴求力を高め、市の実情に即したパブリシティを実現

する。 

内 容  一般論としてのパブリシティのあり方は、『情報発信ガイドライン』に記述
されているが、これを市の実情、職員の実務に合わせて再編集し、パブリ

シティ手引書の「決定版」とする。 

 記者への資料提供、記者レクチャー、記者会見の活用の仕方、資料の作り
方を明示する。 

 特に、首都圏メディアを意識したネタのつくり方を明示する。 
 パブリシティに関わる広報監付の機能・権限を改めて確認し、ガイドライ
ンの徹底を図る。 

年 度  平成 23年度、内容検討。運用開始。 
 平成 24年度、継続。 

 

 

事業名 市長定例記者会見 

目的・効果  最も効果的な定例記者会見のあり方を確立し、記者会見の魅力化を図る。
 記者会見の要項を定め、「パブリシティガイドライン」に盛り込む。 

内 容  市長発言の口調を改めて決定する。 
 読み原稿において、内容と口調（ですます調、ございます調）を分離する。
 読み原稿は、耳で聞いて理解できる内容とする。 
 説明用パネルの使用を必須とし、市長がパネルに沿って説明できる原稿を
用意する。 

 事業推進に資する政策的なリークを意識的に活用し、そのノウハウを蓄積
する。 

 さらに分かりやすくするため、パワーポイントの利用を検討する。 
 市のイメージアップにつながるような電子背景を検討する。 

年 度  平成 23年度、検討開始、順次実施。 
 平成 24年度、継続。 
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事業名 広報推進責任者 

目的・効果  各所管部局におけるパブリシティ全般の底上げを図る中心的役割を担うた
め広報推進責任者を各部、各区役所単位で任命する。 

 広報推進責任者を、広報監と各所管部局との連動性を高める窓口として機
能させる。 

内 容  広報監は年に数度、広報推進責任者会議を開催し、本市パブリシティ向上
のための情報交換、研修等を実施し、広報推進責任者の意識啓発を行う。

 広報推進責任者は常に事業所管課の施策･事業の PRを意識し、事業所管課
が積極的に広報・記者発表等を行うよう指導し、その内容、発表方法、発

表時期等を提案する。 

 広報推進責任者は事業所管課に報道機関からの問い合わせ等がある場合を
常に想定し、対応者、対応方法、対応範囲について確認を行なう。 

 広報推進責任者は報道機関から取材を求められた場合、必要に応じ広報監
へ速やかに連絡し、連携を図る。 

 広報推進責任者は、各所管部局の広報担当スポークスマンとして中心的役
割を担う。 

年 度  平成 23年度、継続実施。 

 

事業名 タウン誌向け情報提供 

目的・効果  パブリシティの媒体として、タウン誌も積極的に活用する。 
 日ごろからの情報提供によりタウン誌との連携を深め、広報課マターの媒
体としても活用しやすい関係を構築する。 

 

対 象  「サンケイリビング」「パド」などのさいたま市内で配布されているタウン
誌。 

内 容  市政記者クラブに提供している記者提供資料の中から、市民生活に密着し
た話題を選んで、タウン誌編集部に提供する。 

 毎週１回程度、郵送する。 
 

年 度  平成 23年度、運用開始。 
 平成 24年度、継続。 
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事業名 メディアリスト 

目的・効果  テーマに適したメディアに情報提供し、露出を増やす。 

内 容  市政情報の中から、メディアが関心をもちそうな情報を選んで、その専門
分野のメディアに情報提供する。 

 あらかじめ想定される分野ごとに、関係メディアをリスト化しておく。 

年 度  平成 23年度、リスト作成。順次運用開始。 
 平成 24年度、継続。 

 

事業名 パブリシティ事例紹介 

目的・効果  パブリシティの現状、モデルケースなどを積極的に庁内に周知し、職員の
ＰＲマインドを育成する。 

対 象  全庁職員。 

内 容  パブリシティの実績、効果の上がったモデルケース、戦略的なパブリシテ
ィの活用例などを取り上げる。 

 広報課の「庁内報」を活用して周知。 

年 度  平成 23年度、運用開始。 
 平成 24年度、継続。 

 

事業名 ＰＲ研修 

目的・効果  研修により、ＰＲマインドを学習する。 

対 象  広報担当者、全庁職員（ｅラーニング） 

内 容  ＰＲ活動の意義、重要性、実施方法などを市の実態・実例に合わせて研修。
 ＯＪＴ、ｅラーニング 

年 度  平成 23年度、内容検討。 
 平成 24年度、順次実施。 

 

事業名 メディアトレーニング 

目的・効果  マスコミ取材の最前線に立つ職員においてメディアへの耐性をつけ、「攻め
の取材対応」を行う。 

対 象  マスコミ取材に対応することが多い課長級職員。 
 各区・各局の広報推進責任者 

内 容  すでに実施されている課長級研修に組み込む。 
 メディア対応で気をつけるポイント、想定Ｑ＆Ａの作り方、話し方のコツ
など、マスコミ取材を恐がらない準備方法を示す。 

 危機管理広報マニュアルを作成し、パブリシティガイドラインに掲載する。

年 度  平成 23年度、内容検討。 
 平成 24年度、順次実施。 
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事業名 緊急時広報体制 

目的・効果  危機事案発生時の報道対応において、最もダメージを軽減させる庁内体制
をつくる。 

内 容  危機事案発生時の非常時報道対応において、担当課の情報提供のあり方、
提供情報の決裁方法、市首脳部の緊急意思決定の方法、広報監の権限など

を定める。 

年 度  平成 23年度、内容検討。 
 平成 24年度、順次実施。 
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２－３．情報公開 

 

（１）情報公開の方針 

 

 ① 全庁統一的な情報公開の制度運用を図る 

 ② 職員の情報公開に対する意識を改革する 

 ③ 情報公開の方法を効果的なものとなるよう改善する 

 

 

① 全庁統一的な情報公開の制度運用を図る 

 

情報開示制度、情報提供制度、会議公開制度等の制度運営の厳格化を図り、全庁統一

的に総合的な情報公開を推進する。平成２２年度に設置した、全庁の組織を網羅した「見

える化」推進体制の管理運営を行い、各所管が自主的かつ積極的に情報公開に取り組む。 

 

② 職員の情報公開に対する意識を改革する 

 

  情報公開にかかる職員の意識改革と制度の理解を促進するため、様々な学習の機会を

設けるとともに、先進事例や市民の意見・要望を知らせることにより、新たな発想や自

発的な取組みを促す。 

 

③ 情報公開の方法を効果的なものとなるよう改善する 

 

   インターネット、電子メール等の情報通信技術を活用し、情報を、探しやすく・入手

しやすく・理解しやすく・効果的に公開する方法を研究するとともに、市民の意見・要

望を取り入れて改善する。 
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（２）情報公開のアイテム 

 

事業名 情報開示制度 

目的・効果  市民の知る権利を保障するため、開示を求める市民の権利と情報公開の総
合的な推進について定めることにより、説明する責務の全うと市民の市政

参加を促進し、もって市政に対する市民の理解と信頼を深め、公正で透明

な開かれた市政の発展に寄与する。 

内 容  「さいたま市情報公開条例」に基づき、市の保有する行政情報を開示請求
に応じて開示する。今後も適正な運営に努める。 

 制度のあり方について、情報公開法の改正なども勘案しながら常に研究し、
必要な改善を行う。 

 利用者の利便性を向上させるため、ホームページにおける行政情報の検索
性の向上や開示情報の電子交付等を推進する。 

年 度  平成 23 年度、さいたま市情報公開条例の見直し。 

 

事業名 情報提供制度 

目的・効果  市の保有する行政情報を積極的に提供し行政の透明化を推進することによ
り、市民との信頼関係を築き、市民参画の開かれた市政の発展に寄与する。

内 容  「さいたま市市政情報の提供の推進に関する要綱」に基づき、市が保有す
る行政情報を効果的な方法により市民に提供する。 

 情報公開日本一達成のために最も重要な制度であり、「見える化」推進の手
引きを作成し、全庁統一的に徹底を図る。 

年 度  平成 23年度以降、継続実施 

 

事業名 「見える化」推進の手引き 

目的・効果  「さいたま市市政情報の提供の推進に関する要綱」に基づき、「見える化」
の手引きを示すことで、全庁統一的に情報提供の推進に取り組む。 

内 容  「さいたま市市政情報の提供の推進に関する要綱」の説明、提供の手順、
提供方法等について示す。これに基づき、「見える化」推進体制において具

体的に検討し、実践を進める。 

年 度  平成 23年度以降、継続実施 
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事業名 会議公開制度 

目的・効果  附属機関その他市民、専門的知識を有する者等の意見を聴取し、市政に反
映することを目的として設置される会議の公開を原則とし、透明かつ公正

な会議の運営を図る。 

内 容  「さいたま市情報公開条例」第２３条の規定により附属機関等の会議を原
則として公開する。 

 「さいたま市附属機関等の会議の公開に関する要綱」に基づき、会議開催
を事前に告知する。 

 会議開催結果、会議資料及び会議録を各区役所情報公開コーナーにて閲覧
等に供するとともに、公式ホームページに掲載する。 

 制度の厳格な運営に努めるとともに、ホームページへの掲載方法を見直し、
検索性の向上を図る。 

年 度  平成 23年度、公式ホームページへの掲載方法の見直し 

 

事業名 コスト表記制度 

目的・効果  市の実施する事業実施に要するコストを表示することにより、市政の透明
性の確保と職員のコスト意識の更なる向上を図る。 

内 容  「さいたま市コスト表記実施要綱」に基づき、市の発行する印刷物及び市
の主催するイベントに係るコストを、その印刷物や表示板、公式ホームペ

ージ等に表記し、多くの市民の目にふれる機会をつくることにより、事業

への関心を高めるとともに職員自身もコストを意識し改革につなげる。 

 今後、対象の範囲を広げ、透明性の向上を図る。 

年 度  平成 23年度、表記対象範囲の拡大 

 

事業名 行政サービスコストの提示 

目的・効果  市の実施する主要な事務事業の内容及び総コストを公表することにより、
市政の透明性の確保と職員のコスト意識の更なる向上を図る。 

内 容  事業の内容、実施方法及びその事業にかかる直接的な経費だけではなく、
事業の企画立案から実施に携わっている職員の人権費を含めた総事業費を

公表する。 

年 度  平成 23年度、一部試行 
 平成 24年度、運用開始 
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事業名 「見える化」推進体制 

目的・効果  全庁を横断する情報公開に関する推進体制を整備することにより、行政情
報の積極的な「見える化」を推進する。 

内 容  すべての部等に「見える化」推進責任者を置くとともに「見える化」推進
責任者会議を設置した。「見える化」の推進に必要な調査、検討、課題を整

理し、全庁的な実践を進める。 

 各課所長を「見える化」推進者に任命し、この責任者及び推進者により部
等ごとに「見える化」推進者会議を設置した。これにより、各部ごとに、

情報を分かりやすく、かつ的確に提供できるよう工夫し、市民の目線に立

った分かりやすい情報公開を推進する。 

年 度  平成 23年度以降、推進体制の運営 

 

事業名 情報公開職員研修 

目的・効果  情報公開にかかる様々な学習の機会を設けることにより、職員の意識改革
と制度の理解を促進する。 

内 容  職員の職位に合わせ、実務研修、講演会、ｅ－ラーニング等による研修を
実施する。 

 定期的に職員意識調査を行い、研修内容の改善を図る。 

年 度  平成 23年度、研修の充実、拡大 
 平成 24年度、職員意識調査 

 

事業名 先進情報提供事例紹介 

目的・効果  情報公開に関する先進事例を庁内に周知することにより、職員の意識啓発
を図り自発的な情報提供を促進する。 

内 容  庁内における積極的な情報提供や新しい方法による情報提供などの先進事
例、並びに他自治体における同様の先進事例を紹介する回覧板を作成し、

全庁掲示板により全庁的に周知する。 

年 度  平成 23年度、年２回の回覧板発行 

 

事業名 情報公開コーナー 

目的・効果  すべての区役所において情報開示請求の受付け及び行政資料の閲覧、貸出
しを行い、透明性の向上と利便性の確保を図る。 

内 容  各区役所に設置された情報公開コーナーにおいて、行政情報開示請求及び
個人情報開示請求の受付け及び開示の実施、各所管から提供された行政情

報の閲覧及び貸出し、並びに会議開催のお知らせ及び開催結果の閲覧等を

行う。 

年 度  平成 23年度以降、行政資料の配架方法の継続的な改善 
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事業名 行政情報の検索性の向上 

目的・効果  公式ホームページ上での行政情報の検索性を向上させることにより、情報
開示請求時の情報の特定を容易にする。 

内 容  現在、紙により情報公開コーナーにおいて提供しているファイル基準表を
公式ホームページ上で閲覧できるようにすることで、自宅において個別ホ

ルダーの特定が可能になる。 

 従来の行政情報検索システムと組み合わせることにより、検索性の向上を
図る。 

年 度  平成 23年度、システムの検討、ファイル基準表の掲載（試行） 
 平成 24 年度、運用開始 

 

事業名 開示情報の電子交付 

目的・効果  行政情報開示請求における開示情報を電子メール、ファクシミリ等の通信
手段により交付することにより、請求者の利便性と迅速性を向上させる。

内 容  行政情報開示請求における情報の写しの交付方法としては、現在は主にコ
ピー機により紙にコピーし、直接受け取りに来られない場合は郵送してい

るが、新たに、電子メール、ファクシミリ等の方法を選択可能にする。 

年 度  平成 23年度、電子交付の検討、運用開始 

 

事業名 情報提供要望サイト 

目的・効果  情報公開に関する市民からの意見・要望を書き込むことのできるサイトを
運営することにより、市民の必要とする情報について把握する。 

内 容  公式ホームページ上に情報提供に関する意見や要望を書き込むサイトを設
けるとともに、情報公開コーナーに意見箱を設置する。 

 ここに寄せられた意見・要望は所管課に送付され、今後の情報提供の参考
とする。 

年 度  平成 23年度、制度の検討、運用開始 

 



 - 71 -

２－４．広聴 

 

（１）広聴の方針 

 

 ① 市民の声を一元的に管理する「市民の声データベース」を構築する 

 ② 市民の声へ迅速かつ適切に対応する体制を整備する 

 ③ 分類・分析された市民の声を施策に反映する 

 ④ 広聴実績を積極的に情報提供する 

 ⑤ 戦略的な広聴機能を普及させる 

 ⑥ 市民からの問い合わせをワンストップ化する 

 

 ① 市民の声を一元的に管理する「市民の声データベース」を構築する 

 

 区役所や事業課に直接入る市民の声をそれぞれが入力し、その情報を共有化すると

ともに、随時に分類・分析して統計情報等を出力できる「市民の声データベース」を

構築する。 

 市長への提案、タウンミーティング、パブリック・コメント、コールセンターなど、

さまざまな形態で広聴課に蓄積された市民の声についても「市民の声データベース」

で一元的に管理する。 

 

 ② 市民の声へ迅速かつ適切に対応する体制を整備する 

 

 「市民の声データベース」を全庁で活用することにより、自動的に事業課同士の連

携が図られ、迅速な対応が可能となる。 

 事業課は、市民の声やその対応状況をリアルタイムに「市民の声データベース」に

入力するとともに、その対応状況を各区・各局等において責任を持って市民に回答す

る。 

 部局横断的な市民の声や重要案件にかかる市民の声で、事業課では実現が難しいも

のについて、その対処方法を検討・検証する専門機関「（仮称）市民の声検討会議」を

設置し、市民の声に対し適切に対応する。 

 市長への提案についても、「市民の声データベース」の回答の仕組みに統合し、市長

は、「市民の声データベース」で分類・分析された市全体の市民の声と専門機関の調整

も含めた、市民の声への回答状況をいつでも確認し、必要に応じて指示する。 

 

 ③ 分類・分析された市民の声を施策に反映する 

 

 「市民の声データベース」を全庁で共有化するとともに、分類・分析された統計情

報等のデータや回答状況を取りまとめ、全庁や都市経営戦略会議に適宜報告すること
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により、市民の声を施策や事務事業に的確に反映する。 

 

 ④ 広聴実績を積極的に情報提供する 

 

 さまざまな広聴機能の実績を公式ホームページなどにより、市民に見える形で積極

的に情報提供する。 

 また、「市民の声データベース」を公開し、市民の個々の声がどのような処理段階に

あるのか市民がインターネットを通じて照会できるようにし、迅速な対応状況を市民

に明示する。 

 

 ⑤ 戦略的な広聴機能を普及させる 

 

 市民から寄せられる声を待って受け取る「受け身の広聴」ではなく、市民の理解・

賛同が欠かせない事業においては、時機を逸せず市民意識を把握し対策を講じるなど、

広聴機能を施策推進に活用する「攻めの広聴」に転換する。 

 

 ⑥ 市民からの問い合わせをワンストップ化する 

 

    市役所や各区役所の代表電話を廃止して、コールセンターに統合することにより、

市民の声を集中して受け付け、対応のワンストップ化を図る。 

    コールセンターで受け付けた市民の声も「市民の声データベース」に吸収すること

により、関係する事業課に自動的に転送され迅速かつ適切に処理を行う。 
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（２）広聴のアイテム 

 

事業名 市民の声データベース 

目的・効果  さまざまな形で収集された市民の声を一元的に管理し、効率的かつ適切に
対処する。 

対 象  市長への提案、陳情・要望、コールセンター、タウンミーティング、市民
意識調査のほか、市に寄せられたすべての市民の声。 

内 容  これまでにさまざまな形態で広聴課に蓄積された市民の声を、一元的なデ
ータベースに移管する。 

 区役所や事業課に直接入る市民の声やその処理状況もデータベースに吸収
する。 

 今後新たに収集する市民の声やその処理状況は、その事業課がイントラネ
ット上で入力し、全庁で閲覧できるシステムをつくる。 

 事業課により入力された市民の声が、どのような処理状況にあるのかを公
開し、市民がインターネットで閲覧できるようにする。 

年 度  平成 23年度、市民の声データベースのシステム設計。 
 平成 24年度、システムの構築、テスト運用、運用開始。 

 

事業名 市民の声検討会議 

目的・効果  一事業課では実現が困難であるが、市にとって重要な施策となる市民の声
をはじめとして、より多くの市民の声の実現を図り、市民満足度を向上さ

せるため、市の幹部級で構成する「（仮称）市民の声検討会議」を設置する。

内 容  部局横断的な市民の声や、実現することが難しい重要事案にかかわる市民
の声への対処方法を検討・決定する。 

 副市長を長とし、主要幹部で構成する。 
 通常案件は、各区・各局等で対応方針を決定し、事業課が処理する。 
 最重要案件は、都市経営戦略会議に付議する。 

年 度  平成 23年度、運用開始。 
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事業名 市民の声への対処システム 

目的・効果  市民の声に関する検討から市政への反映までをシステム化し、迅速に対応
できる体制をつくる。 

対 象  市民の声を受け付ける全庁の事業課とその声を処理する全庁の事業課 

内 容  窓口等で市民の声を受け付けた事業課は、必ずイントラネット上でその内
容を市民の声データベースに入力し、その声を処理する事業課を設定し、

伝達する。 

 市民の声を処理する事業課は、その市民の声への対応状況を市民の声デー
タベースに入力するとともに、各区・各局等において責任を持って市民に

回答する。 

 データベースに集約された市民の声は統計的に処理し、全庁や「（仮称）市
民の声検討会議」・都市経営戦略会議に適宜報告する。 

年 度  平成 23年度、内容検討。 
 平成 24年度、順次運用開始。 

 

事業名 市長への提案 

目的・効果  対処を迅速化し、市からの回答を「見える化」する。 

内 容  「市長への提案」への対処は、市民の声データベースを活用し、各局・各
区で行う。対応状況は、専門機関（「（仮称）市民の声検討会議」）で確認、

検証する。 

 市長は、対応状況をイントラネット上で逐一、確認し、必要に応じて指示
する。 

 市政に反映した事例は、広報素材として活用し、市報と別途公式ホームペ
ージに掲載する。 

年 度  平成 23年度、内容検討。 
 平成 24年度、制度改定、順次運用開始。 

 

事業名 タウンミーティング 

目的・効果  参加した市民の満足度を高め、タウンミーティングの成果を「見える化」
する。 

内 容  市民参加者が意見を出しやすい身近なテーマを設定する。 
 テーマに合わせて参加者人数、実施方法などを工夫する。 
 １問１答形式の意見交換だけでなく、テーマに沿った自由討議の時間を設
ける。 

年 度  平成 23年度、運用開始。 
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事業名 パブリック・コメント 

目的・効果  市民が評価しやすい情報提供を行う。 
 パブリック・コメントを実施する施策の認知度を高め、市民の評価を積極
的に収集する。 

内 容  施策の庁内資料は、市民には理解できない場合が多く、また分量も多い。
パブリック・コメントを実施する施策は、市民説明用の簡易バージョンを

用意し、市民が理解し評価しやすい情報提供を行う。 

 パブリック・コメントを実施する施策に関する告知は、市報や公式ホーム
ページだけでなく、メールマガジンでも行うほか、イベントなどの機会も

活用する。 

 パブリック・コメント実施予定の施策を、その関連情報とあわせて公式ホ
ームページで紹介し、市民の関心を高める。 

年 度  平成 23年度、運用開始。 

 

事業名 コールセンターと代表電話との統合 

目的・効果  市への問い合わせ・苦情・要望の受信をコールセンターに一本化し、それ
らへの対応のワンストップ化を進める。 

内 容  市民の声データベース化、イントラネットとの接続により、コールセンタ
ーでの受付処理能力を高める環境を整えた後、代表電話を廃止して、コー

ルセンターに一本化する。 

年 度  平成 23年度、統合システムの設計、本庁の休日代表電話をコールセンター
に転送。 

 平成 24年度、統合システムの構築、テスト運用、区の休日代表電話をコー
ルセンターに転送。 

 

事業名 市民意識調査 

目的・効果  さいたま市民意識に関する最も基本的なデータとして継続的に蓄積する。

内 容  市民意識調査は、無作為抽出による厳密な調査を必要とし、しかも時間的
な余裕がある案件を中心に実施する。 

 次年度の予算編成に間に合うように実査時期を早める。 

年 度  平成 23年度、運用開始。 
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事業名 ウェブアンケート調査 

目的・効果  必要に応じてインターネット調査を行い、リアルタイムで市民意識を把握
する。 

内 容  事業課の要望や重要施策・緊急課題に関連する調査テーマについて、時機
を逸せずタイムリーにアンケートを実施する。 

 必要に応じて、市外を対象とする調査も実施する。 

年 度  平成 23年度、内容検討、運用開始。 

 

事業名 広聴実績のアピール 

目的・効果  広聴実績を年間のトータルで、また個別の特徴的な案件でアピールする。

内 容  さまざまな広聴活動の実績を、毎年「広聴事業概要書」にとりまとめ、公
表する。 

 市長への提案などに寄せられた案件で、市政に反映した事案に関しては、
広聴実績の具体例として市報、公式ホームページなどで周知する。 

年 度  平成 23年度、内容検討、順次運用開始。 
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３．タイムテーブル 

 

（１）情報発信 

  23 年度 24 年度 

都市イメージキャッチフレーズ 都市イメージの方向性決定、市

民から公募、記念式典で発表 

市内外への周知 

映像ライブラリー 公開 継続 

市報さいたま 全面改訂 継続 

ハローマイタウン 改訂 継続 

ガイドマップ 現行地図改訂 新地図検討 

グラフ誌版市勢要覧 年２回発行 継続 

ニュースレター 定期発行 継続 

グリーティングカード 運用開始 継続 

公式ホームページ トップページ改訂 継続 

地域ポータルサイト 設計、参加者募集 運用開始 

広報課ブログ 運用開始 継続 

メールマガジン 広報課メルマガ改訂、事業課

版活用例作成 

継続 

プラズマテレビ ガイドライン作成、試験放映開

始、名称変更 

新運用開始 

ＰＲビデオ 旧作 DVD化、リスト化 継続 

テレビ広報番組 旧作 DVD化開始 継続 

ラジオ広報番組 新バージョン放送 継続 

新聞広告 内容検討、掲載 継続 

情報発信協力者 リスト作成、順次情報提供 継続 

東京事務所拠点化 運用開始 継続 

庁内報 検討 運用開始 

ＰＲヘルプデスク 支援事例づくり 継続 

庁内優良ＰＲ紹介 検討 印刷物事例の選考

各課広報担当者 運用開始 継続 

出前講座 テーマ設定、講座開設の準

備、運用開始 

継続 

事業課ＰＲツールの効率化 統合ツールの検討 試験運用 

ＰＲ実践マニュアル マニュアル作成 運用開始 

情報発信テンプレート テンプレート作成、運用開始 継続 

市民向け文章作法 内容検討 運用開始 

事業課ＰＲ調査 調査票設計、調査実施 継続 

事業ＰＲ計画フォーマット 内容検討 試験運用 



 - 78 -

（２）報道対応 

  23 年度 24 年度 

パブリシティガイドライン 運用開始 継続 

市長定例記者会見 検討開始、順次実施 継続 

広報推進責任者 継続実施  

タウン誌向け情報提供 運用開始 継続 

メディアリスト 順次運用開始 継続 

パブリシティ事例紹介 運用開始 継続 

ＰＲ研修 内容検討 順次実施 

メディアトレーニング 内容検討 順次実施 

緊急時広報態勢 内容検討 順次実施 

 

（３）情報公開 

  23 年度 24 年度 

情報開示制度 さいたま市情報公開条例の見

直し 

 

情報提供制度 継続実施  

情報提供推進の手引き 継続実施  

会議公開制度 公式ホームページへの掲載方

法の見直し 

 

コスト表記制度 表記対象範囲の拡大  

行政サービスコストの提示 一部試行 運用開始 

「見える化」推進体制 推進体制の運営  

情報公開職員研修 研修の充実、拡大 職員意識調査 

先進情報提供事例紹介 年２回の回覧板発行  

情報公開コーナー 行政資料の配架方法の改善  

行政情報の検索性の向上 システムの検討、ファイル基準

表の掲載（試行） 

運用開始 

開示情報の電子交付 電子交付の検討、運用開始  

情報提供要望サイト 制度の検討、運用開始  
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（４）広聴 

  23 年度 24 年度 

市民の声データベース システム設計 システム構築、テス

ト運用、運用開始 

市民の声検討会議 運用開始 継続 

市民の声への対処システム 内容検討 順次運用開始 

市長への提案 内容検討 制度改定、順次運

用開始 

タウンミーティング 運用開始 継続 

パブリック・コメント 運用開始 継続 

コールセンターと代表電話との統合 システム設計 システム構築、テス

ト運用 

市民意識調査 運用開始 継続 

ウェブアンケート調査 内容検討、運用開始 継続 

広聴実績のアピール 内容検討、順次運用開始 継続 

 

 

 

 

 

 

 




