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浦安市と浦安市内の地域メディアが連携することで、浦
安市にお住まいの方へより広く情報をお届けし、より便
利な環境を整えることができるのではないかと考えました。

そこで、今ある情報の受発信に関する課題を、どのよう
に解消することができるか、「子育て」というテーマを事例
として研究会を行ないました。

本研究会についての詳細な説明は p.23～

はじめにはじめに
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１、情報収集・発信の課題１、情報収集・発信の課題

今ある情報収集、発信の課題を「市民」「NPOや団体」
「浦安市」の立場からそれぞれ考えてみました。
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11--11 情報収集・発信の課題情報収集・発信の課題 市民市民

 新聞を取っていないため、広報紙が届かない

 浦安市に引っ越してきたため、近所に相談できる人がいない

 こどもが起きている間はゆっくりパソコンを開く時間はない

 浦安市の情報と一緒に民間の情報も見たい

① 既にたくさん発信されている情報の取得に何かしらの
障害があり、情報が充分に届いていない

② 情報発信において、相談できる人が周りにいない
場合もあり、孤立してしまっているお母さんもいる

市民の課題
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11--22 情報収集・発信の課題情報収集・発信の課題 NPONPO、団体、団体

 活動において、情報は持っているけれど発信し続けるための
体制が整っていない（ボランティアでの運用には限界がある）

 人と人が直接話す、FAXなどのアナログなやり取りも多く、情
報がデータ化されていないデータ化されていても、確認作業を
行う資金がない

① 継続して情報発信をしていくための体制が整っていない

② 事業として行うための原資がない

⇒情報発信が充分にできておらず、せっかく持っている情報を生
かしきれていない。

NPOの課題
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11--33 情報収集・発信の課題情報収集・発信の課題 浦安市浦安市

 情報はあるけれど、市役所の情報しか発信、紹介できない

 より広く情報発信をしたいけれど、同じ情報を複数媒体に都
度入力するなど、作業量が増える非効率な傾向

 市で運用するサービスでは、公共性や体制などの問題により、
できる範囲が制限されてしまう

情報をより広く伝えたいけれども、今の体制でできることには限
界がある。

浦安市の課題
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２、ある日の子育てお母さんの情報収集２、ある日の子育てお母さんの情報収集

課題を解決し、より便利に情報の受発信を行なうこと
ができる環境では、これから見ていくようなことができ
るようになります。あるお母さんがどのように情報を収
集していくのか１日をシュミレーションしてみました。
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22--11 ある日の子育てお母さんの情報収集ある日の子育てお母さんの情報収集 朝のひととき朝のひととき

 朝の忙しい時間がやっと一段落したので、ちょっと前に新聞と一緒に届いていたフリーペーパーを読んだ。今
日は、子育て支援センターでイベントがあるので、参加してみようと思った。

現在は市の情報は主に市役所のホー
ムページ、広報誌、もしくはチラシなど、
市役所の刊行物でしか情報発信され
ていません。

市の公式ホームページに掲載されてい
る市からのお知らせとフリーパーパーの
記事の情報を連動させることで、ホー
ムページを見られない市民にも、多く
の情報を伝えることができます。

地域メディア連携地域メディア連携 （フリーペーパー）（フリーペーパー）
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 イベントに参加するために、子育て支援センターに行った。エレベータを待っている間にふと気がつくと、集合
事務所の1階にある大きなモニター（デジタルサイネージ）に浦安市からの最新お知らせが書いてあった。そこ
で、新しく「子育て支援パスポート事業」というのが始まったということを知った。

子育てパスポートがスタートしま
す！

地域のお店にパスポートを持って
行くとこんな特典が受けられます。

様々な媒体に情報を出すことで、
情報の露出を高め、より多くの市民に
情報を届けることができるようになりま
す。

22--22 ある日の子育てお母さんの情報収集ある日の子育てお母さんの情報収集 午前中のおでかけ午前中のおでかけ

地域メディア連携地域メディア連携 （デジタルサイネージ）（デジタルサイネージ）
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 イベントでは最後に浦安市内の子育て支援について紹介された。情報の分野でも、市の公式ホームページ
やデジタルサイネージ、地域ポータルサイト、フリーペーパー、NPOが制作している子育てガイドブックなどが一
体となって、情報提供しているということを知った。

様々なイベントを通して情報提供の
全体像をわかりやすく伝え、いつでもど
こでも情報が入手できることを伝える
必要があります。

22--33 ある日の子育てお母さんの情報収集ある日の子育てお母さんの情報収集 イベントへの参加イベントへの参加

地域メディア連携地域メディア連携 （イベントなど、オフラインでの活動）（イベントなど、オフラインでの活動）
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 今日のお買い物は、デジタルサイネージで見た子育てパスポート事業に参加している、いつもと違うお店に
行ってみた。せっかくなので、帰りにいつもと違う公園に寄って帰ろうと思い、浦安市子育てポータルサイト（情
報プラットフォーム）を使い、近くの公園を携帯で探した。

プラットフォームに集約した情報を、携
帯からでも閲覧できる状態にすること
により、外出先でも利用
でき、ユーザーの利便性を向上させる
ことができます。

22--44 ある日の子育てお母さんの情報収集ある日の子育てお母さんの情報収集 買い物の時に買い物の時に

地域メディア連携地域メディア連携 （モバイルサイト）（モバイルサイト）
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 夜、テレビを見ながら何か地域の情報はないか、イベントで紹介されていたコミュニティチャンネルのデータ放
送を使って見てみた。すると、今度の日曜日にこどもと一緒に行って楽しめそうなイベントがあることがわかっ
た。

「情報を検索する」ためのメディアはパ
ソコンだけでなく、携帯電話やテレビ
など、選択肢が増えるほど、利用で
きる機会を提供することができます。

22--55 ある日の子育てお母さんの情報収集ある日の子育てお母さんの情報収集 テレビを見ながらテレビを見ながら

地域メディア連携地域メディア連携 （ケーブルテレビ・データ放送）（ケーブルテレビ・データ放送）
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官民の情報を一元的に配信すること
によって、情報を関連づけて配信す
ることを可能にします。

22--66 ある日の子育てお母さんの情報収集ある日の子育てお母さんの情報収集 時間のあるときは時間のあるときは

地域メディア連携地域メディア連携 （ＰＣサイト）（ＰＣサイト）

 こどもが寝てから、ゆっくりパソコンを開く時間が取れた。 データ放送で見つけた今度の日曜日にあるイベン
トについて、浦安市子育てポータルサイト（情報プラットフォーム）で調べたら、イベント開催場所の近くにある、
こどもと一緒に行きやすいレストランについての情報も一緒に調べることができた。
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22--77 ある日の子育てお母さんの情報収集ある日の子育てお母さんの情報収集 コミュニケーションコミュニケーション

地域メディア連携地域メディア連携 （（SNSSNS ：： コミュニケーションツールとして）コミュニケーションツールとして）

 「浦安市子育てポータルサイト」のSNS機能を使って、「質問」をするコンテンツがあった。不安に思ったことな
ど書き込みをするとちょっとした相談ができる。逆に自分もコメントを書くことで、参加できるもの嬉しい。また、
官民協働ということで、市役所や保健所の人も書き込みに参加しているので、とても参考になる。

お母さん同士のクチコミ情報だけでは
必ずしも正しい情報のやり取りがされ
るとは限りません。
官民協働のサイトである強みを生
かし、専門家などに参加してもらえ
る体制を検討することで、「安心し
て使える」「参考になる」
サイトにすることができます。

【誰か教えて】
【誰か教えて】

最近こどもが昼夜逆転の生活を
送っており、抱っこをしたままでな
いと寝付けないので、自分も辛い
し、いつまでこんな生活が続くの
だろうかと心配です。みなさんは
どうやって乗り切りましたか？

私も夜眠れないことでイライラし
たり、体調を崩して辛かったです。
こどもに夜寝てもらえるようにす
るのに、昼間に散歩に出かける
など生活のリズムをつくるように
していましたよ。

私の場合は、夫に協力してもらう
ようにして、少しでもゆっくり寝ら
れる時間を確保するようにしまし
た。相談してみるといいかもしれ
ません。
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22--88 ある日の子育てお母さんの情報収集ある日の子育てお母さんの情報収集 生きた情報を生きた情報を

地域メディア連携地域メディア連携 （（SNSSNS ：： 生きた情報収集の場として）生きた情報収集の場として）

浦安市には、近所に知り合いがいな
い、お母さん同士の輪の中に入って
いくことができない、といった孤立して
しまっている子育て中のお母さんもい
ます。そのような方たちへも、お母さん
同士の生きた情報を知る機会の提
供方法として、SNSを活用することが
できます。

 育児について不安に思っている日々が続いているとき、 「浦安市子育てサイト」の存在を知りアクセスしてみ
ることにした。そこでは、他のお母さんたちのやりとりを見ることができた。自分と同じような悩みを持っている人
が相談していたり、子育ての工夫を紹介していたりと、読んでいるだけでも参考になった。

【誰か教えて】
【誰か教えて】

最近こどもが昼夜逆転の生活を
送っており、抱っこをしたままでな
いと寝付けないので、自分も辛い
し、いつまでこんな生活が続くの
だろうかと心配です。みなさんは
どうやって乗り切りましたか？

私も夜眠れないことでイライラし
たり、体調を崩して辛かったです。
こどもに夜寝てもらえるようにす
るのに、昼間に散歩に出かける
など生活のリズムをつくるように
していましたよ。

私の場合は、夫に協力してもらう
ようにして、少しでもゆっくり寝ら
れる時間を確保するようにしまし
た。相談してみるといいかもしれ
ません。
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３、情報収集・発信方法の課題解決方法について３、情報収集・発信方法の課題解決方法について

これまで見てきたような環境を整えるためにはどうす
ればいいか、その方法について考えました。
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33--11 課題の整理と、解決方法の検討課題の整理と、解決方法の検討

官民協働の情報プラットフォームの構築をご提案いたします。

市役所で運用するには体制などに限界がある3

市役所や地域の情報がデータ化されていない
（そのため、他の媒体と連携することができません）

2

それぞれの情報が個々に存在するため乱立してしまっている。
（そのため、市民が情報を探しづらく、市民に情報が届いていない）

1

課
題

運用は官民協働として民が主体となって行う3

集約された公的な情報はデータとして、どの地域メディアでも取得可能にする仕組
みを構築する

2

官民問わず、情報を集約する仕組みを構築する
（情報のプラットフォーム）

1解
決
方
法

これらをかなえるために、
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33--22 官民官民情報プラットフォームの情報の流れイメージ図情報プラットフォームの情報の流れイメージ図

WEB（パソコン、携帯）

TV、デジタルサイネージ

メールマガジン

紙媒体、雑誌

子育て情報の
プラットフォーム

官民情報の集約

■ 情報発信元

運用は民間企業のノウハウ
を活用し、最終的には自立
採算にて行う

浦安市

企業など

■ 情報発信媒体

様々な情報発信元からの情報を集約し、
様々なメディアを通して、より多くの市民に情報を
発信します。

・検索しやすい
・タイムリーな情報
発信

・目につきやすい
・露出の増加

・プッシュ型の
情報配信ができる

・保存ができる
・確実に渡せる

市民、団体

もともとホームページ等をもっ
ているところとはシステム連
携をすることで2度の入稿を
省くことができます。

より多くの
市民へ
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33--33 官民情報官民情報プラットフォームで扱う情報例プラットフォームで扱う情報例

 基本情報

市発行のガイドブックに掲載されている情報、民間の情報
例） 「ひとりじゃないよ」に掲載されている情報、保育園や公園、施設情報など。

 お知らせ、リリース
市役所からのお知らせや、団体からの情報発信

例） 新型インフルエンザの予防接種について、新サービスの開始、など。

 イベント
主催者、もしくは許可の取れている情報であれば誰でも投稿可能

 クチコミ
例） 公園や施設の使い勝手、イベントの感想など。

 SNS（掲示板）
信頼のおけるサイトでのコミュニケーションができる場所を提供します。

例） 質問、相談、サークルのメンバー間での情報共有、など。

情報を１つのデータベース化することにより、同じ情報を他の媒体に掲載したり、集約した情報をダ
ウンロードしたりと、二次的な利用をすることが容易にできるようになります。
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33--44 官民官民情報情報プラットフォームの活用方法・効果プラットフォームの活用方法・効果 まとめまとめ

対象者 課題 メディア・方法 効果

広報誌が届かない デジタルサイネージや民間紙媒体
情報の露出が高まることで、目に触れる機会を増やすことがで
き、より多くの市民に情報を届けることができます。

浦安市の情報と一緒に民間の情報も
見たい

官民協働のポータルサイト
官と民の情報を扱うことにより、情報を有機的に結びつけること
ができ、ユーザーの利便性の向上を図ることができます。

ゆっくりパソコンを開く時間がない モバイルサイト・データ放送など
様々な媒体で検索ができる機能をもつことで、情報の検索機
会を増やすことができます。

近所に相談できる人がいない ポータルサイトのSNS機能
SNSの機能を有することで、市民のコミュニティの形成を促進
し、またクチコミ情報などの蓄積により、情報の共有をすることも
できます。

情報発信するための時間や人手が足り
ない

運用体制の整備

情報がデータ化されていない ポータルサイトの入力機能を利用

市役所の情報しか発信、紹介できない 官民協働のポータルサイト
プラットフォームで官民の情報扱うことで、今まで問い合わせで
答えられなかった情報なども対応できるようになります。

より広く情報発信をしたいけれど、作業
量が増えるのは非効率

市役所HPとのシステム連動
システム連動により、自動的に情報を更新、プラットフォームに
情報を集約することで、様々な媒体へ配信する仕組みを構築
できるようになります。

市で運用できるサービスには限界がある 官民協働による運営

民間ノウハウを活用し、サイトを自立的に継続運営を行うこと
で、行政の運用負担を減らし、新しく始める事業で活用した
り、このプラットフォームを使って新しいサービスを始めるなど、新
たな取り組みへと発展する可能性をもっています。

市民

NPO

行政

NPO単独ではなく、企業とも連携することで運営の体制を補完
し合い、体制を整備することができます。
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33--55 今後の展開：必要な人に必要な情報を届けるシステム今後の展開：必要な人に必要な情報を届けるシステム

プラットフォームに集まった情報を、検索して情報が取れる「pull型」の情報方法から、その人に合った情報
を自動的に届ける「push型」の情報発信を可能にする、新たな情報伝達の仕組みを整えていきます。

携帯、もしくは専用の端末に属性を登録。その端末を利用することでその属性に合った情報が届きます。
これらの情報は携帯電話、もしくは専用の端末内に登録されるため、外部に接続する必要はなく、個人情報の漏洩の危険性はありません。

デジタルサイネージには認証機
能を設置。端末情報に合わせ
た情報を送信します。

【お知らせ】
・子ども手当ての内容は
あなたの場合は･･･
・新型インフルエンザの
予防接種が始まりまし
た･･･

【イベント】
当代島公民館で1歳児の
ママの会を開催します

【求人募集】
在宅でできるお仕事です。

【お知らせ】
・子ども手当ての内容は
あなたの場合は･･･
・新型インフルエンザの
予防接種が始まりまし
た･･･

【イベント】
当代島公民館で1歳児の
ママの会を開催します

【求人募集】
在宅でできるお仕事です。

【第1子】
・ 2006年9月20日生まれ
・男児
・○○幼稚園に通っている
・先天性の病気により手術をしたことがある
【第2子】
・2008年11月20日生まれ
・女児
・アトピーの可能性がある

子育て情報の
プラットフォーム

プラットフォームの情報はよ
り細かい属性をもち、それ
ぞれの属性に合った情報を
配信します。

・糖尿病である
・アレルギーがある
・常用薬は○○、○○、○○
・かかりつけの病院は○○病院
・かかりつけ医は○○先生
・通院履歴は
・緊急連絡先は ・・・・・

・性別、年齢
・既婚、子どもは2人
・働いていないが在宅の仕事を探している
・世帯年収はいくらくらい
・核家族である
・当代島エリアに住んでいる
・趣味は、好きなことは ・・・・

子育て 医療 個人

端末内に属性登録

【お知らせ】

【イベント】

【求人情報】

次回の健診は○月○日
です。

子育て支援パスポート
今月のクーポンは･･･

次回の健診は○月○日
です。

子育て支援パスポート
今月のクーポンは･･･

【お知らせ】

【お得情報】
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33--66 今後の展開：紙媒体のプラットフォーム今後の展開：紙媒体のプラットフォーム

官民の情報を一緒にした案内を民間主体で発行します。案内は隔月発行される「はっぴーママ」の別刷へ
の折込みなどを利用することで、子育て中の方に届けるルートを増やします。

産婦人科・歯科など

子育て支援センター
などの施設

幼稚園
保育園

各所で配布

媒体の企画・発行 配布ルート

民間が運営主体主となり、
官民の情報を扱った新媒体
を発行します。
QRコード等を用い、WEBとも
連動させることができます。

別刷のはっぴーママに折込
むことで、子育て中の方に
ターゲットを絞って配布する

ことができます。

※浦安市内で3000部
※増刷することも可能

子育て情報の
紙媒体

プラットフォーム

※現在72箇所
※配布先は増やすことも可能

QRコード
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４、本研究会について４、本研究会について
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44--11 本研究会の背景及び目的本研究会の背景及び目的

 背景

若い都市浦安では、市をはじめとしてNPOや企業などにより多くの子育
て支援事業が実施されています。しかし、その情報は、広報紙、ホーム
ページ、パンフレットなど各事業主体の関係しているメディアのみで通知
され、必ずしも子育て家庭全体に十分伝わっていないようにみられます。

 本研究会の目的

本研究会は「子育て」というテーマで、市と地域メディアが情報発信の
連携を進めるとともに、情報収集・発信での課題を解決していくことで、
浦安で「産み・育てたい」という環境を整えることを目的とします。
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44--22 本研究会の研究課題と参加団体本研究会の研究課題と参加団体

 研究課題

官民の子育て支援情報をより広く市民に伝えるために、地元・地域メ
ディアが協力できること及び、各メディアの特性を活かした子育て支援へ
の取り組みについて検討します

 参加団体、企業

浦安市

株式会社ジェイコム千葉

株式会社明光企画

特定非営利活動法人i-net

株式会社フューチャーリンクネットワーク（事務局）
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44--33 研究会の活動経過研究会の活動経過

 第1回 2009年2月10日（火）

市役所・各社取り組み紹介、研究会について

 第2回 2009年3月11日（水）

市役所から発信している情報について

 第3回 2009年4月16日（木）

子育て支援の活動を行っているNPO法人i-netの取り組み紹介

 第4回 2009年5月21日（木）

民間企業から浦安市への情報発信についてのご提案

 第5回 2009年10月29日（木）

最終報告について
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５、研究会参加企業について５、研究会参加企業について
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55--11 参加企業・メディア紹介参加企業・メディア紹介 （ジェイコム千葉）（ジェイコム千葉）

 株式会社ジェイコム千葉

◆コミュニティチャンネル
ジェイコムからTV信号を配信して

いる建物にお住まいの方は、

多チャンネルサービスに未加入

でも視聴可能

◆コミュニティチャンネルのデータ放送

◆インタラクTV

デジタル加入世帯のみ視聴可能

◆いきいきプロジェクト

社会貢献活動として、イベントを開催。
べか舟模型作り
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55--22 参加企業・メディア紹介参加企業・メディア紹介 （明光企画）（明光企画）

 株式会社明光企画

◆浦安新聞
創刊：1977年2月
発行部数：毎週6万部
配布エリア：浦安市内全域
◇ポスティングによる配布も行っている

◆はっぴーママ
発行頻度：隔月（偶数月）
発行部数：30,000部（別刷50,000部）

※別刷は幼稚園・保育園で無料配布

対象エリア：東京べイ・千葉
◇年1回 幼稚園、保育園特集を行っている
◇イベントやセミナーも開催



30

55--33 参加企業・メディア紹介参加企業・メディア紹介 （特定非営利活動法人（特定非営利活動法人ii--netnet））

 特定非営利活動法人i-net

◆浦安子育て情報サイトMY浦安

PCサイト、モバイルサイト

会員数 約2000人

◆MY浦安メール

メルマガ会員 約1000人

◆浦安子育てガイドブック

発行頻度：年1回

◆子育て応援メッセの開催
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55--44 参加企業・メディア紹介参加企業・メディア紹介 （フューチャーリンクネットワーク）（フューチャーリンクネットワーク）

 株式会社フューチャーリンクネットワーク

◆地域情報サイト「まいぷれ」

浦安市版URL

http://urayasu.mypl.net/

・閲覧のみは登録の必要なし

・SNS利用はアカウント取得が必要

◇PCサイト、モバイルサイトどちらでも同じ情報を

閲覧可能。

◇ 官民協働地域ポータルサイトの実績


