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１．はじめに 

 

 豊川市では、平成 25年 1月の市ホームページ全面リニューアルに併せ、ＳＮ

Ｓ（ソーシャルネットワーキングサービス）※１の活用を開始しました。具体的

には、Facebook※２と Twitter※３の 2つのＳＮＳを使って、市政情報などの発信

を始めました。 

このＳＮＳの導入については、秘書課内でも賛否がありましたが、近隣自治体

の豊橋市、岡崎市での導入実績があったこと、民間企業や個人におけるＳＮＳの

活用が進んでいたため、本市としてもリニューアルする市ホームページのひと

つの柱として導入を推進しました。 

 しかし、ＳＮＳの導入は、市ホームページの全面リニューアルの中でのひとつ

のコンテンツという位置づけでした。そのため、運用に関する調査・検討は、近

隣自治体の運用状況を調査したり、係内で協議やテストをしたりしながらの導

入となり、試行錯誤での運用となっていました。 

 その結果、利用者や閲覧などの数字的な伸び悩み、情報の拡散状況、記事の作

成方法、写真の掲載方法、利用者へのＰＲなど、様々な課題が生じていました。

その対策を考える中で、先行している自治体のＳＮＳを調査したところ、組織横

断的にＳＮＳの活用を行っている、市民などの利用者に親しみを持っていただ

ける仕掛けを展開している、シティセールスにつなげているなどの事例があり

ました。 

 こうした事例を参考とする中で、本市におけるＳＮＳの運用の見直しが必要

であると考え、平成 25年度豊川市政策研究グループ活動助成事業を活用し、「Ｓ

ＮＳを利用した積極的、効果的な情報発信」を検討することとしました。 

 

   

 語句解説 

※１ ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス） 

     人と人とのつながりを促進・サポートするコミュニティ型の Web 

サイトのこと。 

※２ Facebook 

高い人気を獲得したソーシャルメディアのこと。 

※３ Twitter 

今の様子や感じたことなどを「つぶやき」のような短い文章にし 

て投稿するスタイルのソーシャルメディアのこと。 

（出典：IT用語辞典 e-Wordsから抜粋） 
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２．研究テーマと研究員の紹介 

 

 私たちは、平成 25 年 11 月から平成 26 年 3 月までの 5 ヶ月間にわたり、「Ｓ

ＮＳを利用した積極的、効果的な情報発信」について、11 人のメンバー（研究

員：8人、事務局：3人）で研究を行いました。メンバーは、若手職員を中心に、

男女のバランスも考慮しながら参画をお願いしました。また、研究と平行して、

ＳＮＳで業務に関する情報の発信を試みたいと考えていたため、それらが可能

と思われる課に所属していることも考慮しました。 

 また、豊川市宣伝部長「いなりん」から特命を受け、ＳＮＳの研究を進めると

いう想定で、グループの名前を「宣伝部長特命リサーチ SNS 研究班」としまし

た。 

 

 

 

 

【研究テーマ】 

 

ＳＮＳを利用した積極的、効果的な情報発信 

 

 

 

 

【成果目標】 

 研究テーマの設定と併せて、次のことを当初の成果目標としてＳＮＳを利用

した情報発信の研究を始めました。 

 

① 総合計画の政策６「行政・協働」のうち、施策３「開かれた市政の推進」に

おける目標指標を高めるために、ＳＮＳによる積極的・効果的な情報発信の

方法を検討することを目標とします。 

② 平成 26 年度からの全庁的なＳＮＳの運用開始を目標とします。そして、Ｓ

ＮＳを利用して発信する情報の内容、数を充実させ、市側から情報を届ける

プッシュ型の広報活動を実現するきっかけを提言することとします。 

③ 全庁的な運用に向けて、ソーシャルメディアの活用ガイドラインや

Facebook・Twitterなどの運用ポリシーを検討・作成します。 
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【宣伝部長特命リサーチ SNS研究班 メンバー紹介】 

 

 所  属 氏  名 

研究リーダー 企画部 秘書課 木和田 恵 

研究員 企画部 企画政策課 瀬野 正章 

研究員 企画部 情報システム課 都築 伸吾 

研究員 健康福祉部 保健センター 中村 恵奈 

研究員 市民部 市民協働国際課 伊藤 真也 

研究員 産業部 農務課 鈴木 正悦 

研究員 環境部 環境課 内藤 大輔 

研究員 教育委員会 生涯学習課 岡田 有紀子 

事務局 

企画部 秘書課 中森 利仁 

企画部 秘書課 山口 光 

企画部 秘書課 古地 知久 

 

 

   メンバー写真 
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３．ＳＮＳの運用に関する現状と課題 

 

 ここでは、研究班発足当前のＳＮＳの運用に関する現状と課題を説明します。 

 

【現状】 

 市ホームページのリニューアルに併せ、平成 25 年 1 月からＳＮＳ

（Facebookと Twitter）を運用しています。 

 掲載している情報等については、主に秘書課で取材をし、写真を撮影・

セレクトするとともに、コメントを作成してＳＮＳに掲載しています。 

 情報発信については、1日 1情報を目標に運用を始めましたが、現状は

2、3日に 1情報程度の掲載となっています。 

 運用に関する「ソーシャルメディアの活用ガイドライン」「Facebook・

Twitterの運用ポリシー」などは、運用開始時に作成した簡易的なルー

ル作成のレベルにとどまっています。 

 Facebook の「いいね」、Twitter の「ツイート」の件数が伸び悩んでい

ます。そのため、情報の拡散が進まないという状況にあります。 

 

【課題】 

 掲載情報や掲載写真のセレクト、記事の編集、情報のアップロードなど

一連の作業に手間が掛かっています。そのため、日々の業務の中で時間

が確保できず、情報数が伸び悩んでいます。 

 発信する情報は、記者発表資料などを主な情報源とし、秘書課広報広聴

係の職員しか情報を掲載していないため、市政全般の情報をバランスよ

くカバーできていません。季節や市内の話題など、閲覧者にとっての身

近な話題があまり提供できていません。 

 情報発信には、秘書課広報広聴係内での原稿確認を義務づけていますが、

明文化された一定のルールの整備が求められています。 

 「ソーシャルメディアの活用ガイドライン」「Facebook・Twitterの運用

ポリシー」などを整備し、情報水準を統一する必要があります。そして、

広く全庁的な運用・情報発信を目指す必要があります。 
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４．活動実績 

 

 宣伝部長特命リサーチ SNS 研究班は、5 カ月間で次の研究活動を行いました。 

 

 

期日 活動内容 

H25/11/15（金） 第 1回研究会議 

市ＳＮＳについての現状分析と課題の把握 

H25/12/11（水） 第２回研究会議 

市ＳＮＳの活用方法の検討、テスト運用・先進地調査の

実施 

H25/12/16（月）から 

H26/1/20（月）まで 

テスト運用 

２回の研究会議で議論したことを確認するために、研

究班でＳＮＳのテスト運用を実施 

H26/１/12（日） 新成人へのＰＲ活動 

新成人にＱＲコード付きのＰＲカードを 700 枚配布。

また、Facebookに新成人や祝賀会の写真を大量掲載 

H26/１/15（水） 第３回研究会議 

テスト運用に関する中間報告、活用方法の検討、ガイド

ライン等の説明 

H26/１/17（金） 先進地視察（静岡県静岡市・藤枝市） 

H26/１/23（木）から 

H26/１/24（金）まで 

先進地視察（石川県小松市・金沢市） 

H26/１/27（月） 先進地視察（静岡県焼津市・浜松市） 

H26/１/29（水） 第４回研究会議 

テスト運用に関する報告、先進地調査の報告、運用方法

の再検討 

H26/２/27（木） 第５回研究会議 

ガイドライン等の検討、報告書の説明 

H26/3/26（水） 政策研究グループ活動報告書提出・報告会開催 
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５．テスト運用について 

 

 これまでの研究会議で検討したことが、実際に本市のＳＮＳで運用できるか

どうかを検証する必要があると考え、研究員が運営に参加するなどして、各種取

り組みに関するテスト運用を実施しました。 

テスト運用の期間や取り組み、成果などは、次のとおりです。 

 

【テスト運用の期間】 

平成 25年 12月 16日（月曜日）から平成 26年 1月 20日（月曜日）まで 

 

【具体的な取り組み・テスト事項】 

① 研究員が記事の作成、写真の確保などを行いました。そして、秘書課広

報広聴係へ情報提供し、内容の確認を経て、ＳＮＳへ情報を掲載しまし

た。 

② 各課での原稿確認作業（決裁などの手順）を確認しました。 

③ 親しみやすい記事の作成などに取り組んでみました。 

④ 情報を発信する課名とお問い合わせ電話番号を掲載するルールを作り、

テストしてみました。 

⑤ 観光協会が運用する「いなりん」のFacebookにシェアを求め、市Facebook

の閲覧数の変化を調査しました。 

⑥ いろいろな種類の記事を掲載して、閲覧者の反応を探りました。 

 

【成果と所感】 

 テスト運用期間における数値的な成果としては、本報告書の 8、9ページに掲

載する Facebook「いいね！」の推移と掲載記事一覧のとおりです。 

まず、「いいね！」の推移についてですが、テスト期間中の大幅な増減はあり

ませんでした。しかし、キュパティーノ市中学生使節団の報告会や新成人祝賀会

に参加していた中学生や新成人に市の FacebookをＰＲした結果、その直後の数

字の伸びがありました。また、「いいね！」の件数の増加には現れていませんが、

豊川高校女子駅伝部の全国大会優勝などの全国的なニュースを掲載した場合、

その情報については非常に多くの「いいね！」をいただくことができました。 

・映画撮影に美術協力した三脚付双眼鏡を展示  

閲覧数＝585件、「いいね！」＝100件 

・豊川高校駅伝部女子が優勝パレード 閲覧数＝913件、「いいね！」＝97件 

（平成 26年 1月 27日現在） 
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 テスト運用に取り組んだ研究員の所感は、次のとおりです。 

 

 秘書課へ原稿を送付することで、手間なく掲載することができました。 

 課内では、ＳＮＳの活用が盛り上がりました。今後も、がんばって、読み

やすい記事を掲載したいと思います。 

 決裁を受ける途中で、文章を追加されたり、いろいろな人の意見が加わっ

たりすることがありました。また、課内のＳＮＳの理解が進むと良いと思

いました。 

 市から発信する行政情報より、全国レベルのニュースやまちの話題などの

方が親しみやすく、いいと思いました。 

 市の「よさ」を見つけてもらえるような内容や、仕事のはんちゅうを若干

超えた市の豆知識的な記事があってもいいと思います。 

 記事がないときに向けて、ストック記事を用意しておいてはどうでしょう

か。 

 掲載した記事にコメントをいただきました。うれしかったです。 

 その日に情報を掲載することがたいせつです。新聞より早く掲載できるこ

とがメリットと考えます。 

 やわらかい文章を考えたり、内容を精査したりし始めると、結構、時間が

掛かってしまいました。やわらかく、読みやすい文章を書くには、経験や

なれという面も大きいと考えます。 
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「いいね！」の推移 

 

 テスト運用期間中の「いいね！」の推移については、下表のとおりです。 

 「いいね！」が、46件増加しています。成人祝賀会でのＰＲの後に数値が大

幅に増加しています。 

 

 

期日 件数 掲載記事 アクション 

12月 16日 月 451  0  キュパ参加中学生等に PR（伊藤） 

12月 17日 火 455  2    

12月 18日 水 458  1    

12月 19日 木 462  1  研究班の記事を初めて掲載。市民協働国際課 

12月 20日 金 462  0    

週    末 

12月 24日 火 463  3  高校駅伝の結果や報告会の情報を掲載 

12月 25日 水 464  0    

12月 26日 木 465  1  市民税課から提供 

12月 27日 金 468  3  キュパ関係の意見が寄せられる 

年末年始       キュパ関係の意見が寄せられる（12/28） 

1月 6日 月 473  1  年末年始で「いいね」+5件 

1月 7日 火 473  1    

1月 8日 水 474  2  生涯学習課、環境課から提供 

1月 9日 木 474  1    

1月 10日 金 475  2  情報システム課から提供 

週    末      成人祝賀会でＰＲ作戦。6人で 700枚のカードを配布（1/12） 

1月 14日 火 493  1  ＋18件 

1月 15日 水 494  2    

1月 16日 木 494  0    

1月 17日 金 494  0    

週    末 

1月 20日 月 497  1    
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実験期間掲載記事一覧
平成２６年１月27日調査

NO 期日 タイトル 区分 担当課 閲覧数 いいね シェア 部長シェア 備考

1 H25.12.17 第21回全国中学校駅伝大会 アルバム 秘書課 223 25 1

2 H25.12.17 いなりんサンタがやってきた！ 記事 秘書課 518 56 1 コメント1件

3 H25.12.18 無病息災を願う、どんき 記事 秘書課 579 44 1 記事確認できず

4 H25.12.19 豊川市キュパティーノ中学生使節団報告会 アルバム 市民協働国際課 - 33 0 コメント4件

5 H25.12.24 高校駅伝 アルバム 秘書課 274 42 2

6 H25.12.24 豊川高校駅伝部女子が優勝パレード 記事 秘書課 913 97 2
コメント２件。みてみン！シェア
記事：タイムライン上で確認できず

7 H25.12.24 豊川高校駅伝部女子が全国制覇 記事 秘書課 678 75 1
みてみン！シェア
記事：タイムライン上で確認できず

8 H25.12.26 いなりんのナンバープレート交付終了 記事 市民税課 2,239 62 4 ○ コメント２件。みてみン！シェア

9 H25.12.27 広報とよかわ1月1日号を発行しました 記事 秘書課 429 32 3
みてみン！シェア
記事：タイムライン上で確認できず

10 H25.12.27 年末年始の市役所へのお問い合わせについて 記事 秘書課 222 15 1
コメント4件（キュパティーノ関係）
記事：タイムライン上で確認できず

11 H25.12.27 広報とよかわの「わんぱくショット」に登場してみませんか 記事 秘書課 361 22 0

12 H26.1.6 仕事始め式 記事 秘書課 459 38 1 閲覧数の記録が残っていない。

13 H26.1.7 七草粥を食べて無病息災を願う アルバム 秘書課 - 35 0

14 H26.1.8 新成人祝賀会を開催します！ 記事 生涯学習課 712 51 3
みてみン！シェア
閲覧数の記録が変わっている。

15 H26.1.8 市役所屋上で、太陽光絶賛発電中です！ 記事 環境課 451 45 0 閲覧数の記録が変わっている。

16 H26.1.9 消防出初式が開催されます 記事 秘書課 338 36 0 閲覧数の記録が変わっている。

17 H26.1.10 ケーブルテレビのデジアナ変換サービスは2015年3月までに終了します 記事 情報システム課 252 5 1 閲覧数の記録が変わっている。

18 H26.1.10 きらっと☆とよかわっ！フォトコンクール表彰式 アルバム 秘書課 292 28 1 ○

19 H26.1.11 平成26年新成人祝賀会 アルバム 秘書課 320 57 1

20 H26.1.14 映画「永遠の0」の撮影に美術協力した「三脚付双眼鏡」を展示 記事 生涯学習課 585 100 1 1/15に再掲載。

21 H26.1.15 市役所カイゼン運動のご紹介 記事 企画政策課 446 35 コメント2件

22 H26.1.15 広報「とよかわ」１月１５日号 記事 秘書課 425 29 2 みてみン！シェア

23 H26.1.20 大恩寺所蔵文化財特別公開 記事 秘書課 403 33 2 みてみン！シェア
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６．先進地視察について 

 

 研究会議では、効果的な運用を考える中で、様々な自治体におけるＳＮＳの運

用状況を確認しました。実例を見たり、研究班で議論をしたりして、どんな運用

が豊川市として効果的なのか、効率的なのかを考えました。 

そして、豊川市として実際に取り組みたい運用や検討したい運用などの実情

を確認するために、Facebook などＳＮＳを運用している自治体６市を視察しま

した。 

 

■静岡県静岡市 

期日 平成 26年 1月 17日（金） 

特徴 

・ 

運用 

方法 

・ Facebookの記事に問い合わせ先の課名が明記されていたが、広報

課が一括して記事を編集・投稿していた。 

・ 市民カメラマンの写真を他の情報とともに Facebookに掲載し、市

の魅力発信を行っていた。 

・ Facebookに掲載する記事は、必ず課長決裁をとっていた。 

・ 毎日 2件の情報掲載（50件/月）を目標としていた。 

・ 記事の確保に苦慮していた。プレスリリースの情報を活用して、

掲載する情報を確保していた。 

・ ＳＮＳのガイドラインは、人事課と情報システム担当課と広報担

当課が協力して、平成 25年度末を目途に準備中。 

・ ＳＮＳの記事は、スリムに書くようにしていた。そして、詳細に

ついては、市ホームページで確認してもらう運用を行っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 左：静岡市 Facebook 右：視察風景 
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■静岡県藤枝市 

期日 平成 26年 1月 17日（金） 

特徴 

・ 

運用 

方法 

・ Facebookのコメントについては、既読の意味と、更なる拡散のた

めに、必ず「いいね！」をしていた。 

・ Facebookに掲載する情報は、一番、利用される時間帯である午後

8時にタイマー予約で、毎日掲載していた。 

・ Facebook で情報を発信する職員は、「えだっこプレス」という愛

称・肩書きを持ち、掲載する記事の冒頭で担当者を明確にしてい

た。これは、市民との距離の解消や、責任の所在を明確化するた

めに行っているとのこと。 

・ Facebookは、藤枝市のファンを増やすためのツールとして活用。 

・ ＳＮＳに掲載する記事は、決裁不要。しかし、Facebook内に非公

開のグループがあり、そこで確認作業をしていた。 

・ 掲載する記事は、タイトルをしっかり出す、内容をコンパクトに

まとめる、改行やスペースを確保するなど、シンプルな記事掲載

を心掛けていた。 

・ Facebookの着地点を市ホームページとしていた。 

・ 掲載する写真は１枚で表情がわかるもの。楽しそうな写真やシリ

ーズ企画の写真などを掲載しているのが特徴であった。 

・ 職員も PR効果があるため、Facebookに登場。 

・ Twitter用の情報は、自動返信ボットを使用して発信。 

・ ＳＮＳの運用に手間を掛けず、片手間でやることをポイントとし

ていた。また、職員も楽しみながら運用していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   左：藤枝市 Facebook 右：視察風景 
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■石川県小松市 

期日 平成 26年１月 23日（木） 

特徴 

・ 

運用 

方法 

・ 市のイメージアップを図るためのツールとして SNSを活用。 

・ 市民との間に親しみが生まれ、仲良くなれるようにという気持ち

を込めてＳＮＳに情報を掲載しているとのこと。 

・ ＳＮＳへの情報掲載は、1日 1件を目標としていた。 

・ Facebook の記事投稿に関する決裁は不要。ただし、庁内にある

Facebookチームで記事の内容確認を行っている。 

・ Facebookに掲載する写真は、肖像権などに配慮しながら、笑顔な

ど見栄えの良い写真を掲載するようにしていた。 

・ 近隣市や Facebook業務で交流のある市、姉妹都市、カブッキー（小

松市のキャラクター）とは、相互で「いいね！」をしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上：小松市 Facebook  
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■石川県金沢市 

期日 平成 26年１月 24日（金） 

特徴 

・ 

運用 

方法 

・ ＳＮＳを利用することで、市のブランドイメージの向上や市ホー

ムページへの誘導を実践している。 

・ 全庁的に１つの Facebookを運用している。また、情報の掲載につ

いて、スケジュール管理を行っていた。 

・ 見栄えの良い写真掲載を心掛けている。 

・ 全庁横断のフェイスブックプロジェクトチームがあり、チームの

Facebookページで掲載する情報の確認をしていた。 

・ 原稿を作成する各担当課での決裁などは、各担当課に任せている。 

・ Facebookの記事のうち、リレーコラムや各課の業務紹介など、全

庁的な活用の好事例があった。また、一般市民などが記事や写真

提供をしてくれる事例紹介も提示してくれた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左：金沢市 Facebook 右：視察風景 
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■静岡県焼津市 

期日 平成 26年１月 27日（月） 

特徴 

・ 

運用 

方法 

・ 必要な情報だけを市民が選択できるように、複数の Facebookを運

用している。掲載する情報や頻度などは、各課の運用に委ねてい

た。 

・ 掲載する記事については、各課で決裁をとっている。 

・ 複数課が同じ情報を記事にする場合がある。慢性的な記事不足が

生じていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左：焼津市 Facebook 右：視察風景 
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■静岡県浜松市 

期日 平成 26年１月 27日（月） 

特徴 

・ 

運用 

方法 

・ 東日本大震災をきっかけに、ＳＮＳを立ち上げた。現在はホーム

ページへ誘導するためのツールとして位置づけている。 

・ Facebookでは、浜松に住んでいる人には魅力の再発見として、市

外の方には一度、行ってみたいと思わせる情報発信を意識してい

る。 

・ Facebook で情報を発信している６人の職員は、「いいら！レポー

ター」という肩書きを持っていた。 

・ 写真は、トリミングをしたり、補正をしたりして、見栄えに配慮

している。 

・ １つのニュースについて、写真撮影、記事作成、投稿など１人で

対応。上司等の決裁はとっていない。 

・ 懸賞などのキャンペーン企画を時々、実施している。 

・ 他課から記事の掲載依頼があるが、他の記事と書きぶりなどが違

い、ニュースフィールド内で浮いた記事となってしまっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左：浜松市 Facebook 右：視察風景 
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７．ＰＲ活動 

 

① ＰＲカードの配布 

成人祝賀会に来場される新成人に向けて、市 Facebook・Twitter をＰ

Ｒするために、ＱＲコード付きのＰＲカードを配布しました。 

また、成人祝賀会で撮影した写真を市 Facebookに掲載することをＰＲ

カードで案内し、「いいね！」の件数増加を試みました。 

ただ、Facebookのアルバム機能がスマートフォンによってうまく見る

ことができず、結果として「いいね！」の獲得が思ったようにできま

せんでした。また、汎用性のあるカード作成も必要であるという意見

が出ました。 

日時 平成 26年 1月 12日（日）10：00～11：00 

人員 宣伝部長特命リサーチ SNS研究班 6人 

配布枚数 700枚 

「いいね！」増加数（推計） 18件増加 

 

配布したＰＲカード 
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② 懸賞企画 

市 Facebookの「いいね！」を増やすために、視察した浜松市で実施し

ていた「懸賞」を検討しました。しかし、市 Facebookの設定が、団体

での登録であったため、無料の懸賞アプリを使うことができませんで

した。 

懸賞企画は実施できませんでしたが、遊び心を踏まえた企画提案を行

い、市 FacebookのＰＲ、新たな閲覧者の獲得を目指す必要ではあると

考えます。 

 

 

 

８．具体的な取り組みに係る提言 

 

 宣伝部長特命リサーチ SNS 研究班として、これまでの研究会議、先進地視察

などを踏まえ、市ＳＮＳを今以上に有効に活用し、研究テーマであるＳＮＳを利

用した積極的、効果的な情報発信が実現できるように、次の８項目に関する提言

をします。 

 

 

  

（１）豊川市のＳＮＳの運用目的 

私たちは、ＳＮＳに関する研究を重ねる中で、本市におけるＳＮＳの

運用目的を再度、確認する必要があるということになりました。そして、

研究会議での検討内容や先進地調査を踏まえ、メンバーによるブレイン

ストーミングで本市におけるぶれない運用目的をまとめました。 

【運用目的】 

① 市ホームページへの誘導を目的とします。 

ＳＮＳでは、情報をできるだけコンパクトにまとめ、分かりやす

く閲覧者に伝えることが必要です。詳細事項については、市ホーム

ページで伝えることとし、ＳＮＳを市ホームページへ誘導するため

の入口として活用します。 

② 全国への魅力・情報発信を目的とします。 

ＳＮＳは、広く全国や世界にまで情報を届けることができます。

そのため、ＳＮＳの活用を推進することは、豊川市に興味を持った

り、魅力を感じてもらえたりするシティセールスのチャンスが拡大

すると考えます。 
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（２）ＳＮＳの運用方法 

上記の運用目的を踏まえ、ＳＮＳ全般の運用を整理し、効率的で楽し

い運用の実現を提言します。 

     

 現時点では、全庁的に１つの Facebook・Twitter のアカウントを利

用して、情報を発信することが豊川市の運用方法として適していま

す。今後、ＳＮＳによる情報発信が多くなった場合は、情報の種類

によって、アカウントの使い分けなどを検討すればよいと考えます。 

 掲載する情報の数は、週 3、4本を目標として設定します。多くても

1 日 1 情報の掲載にとどめることがたいせつです。ただし、注目度

が高く、迅速な対応が必要な情報は、この限りではありません。 

 ＳＮＳの運用ポイントは、手間をかけず、楽しみながら運用に参加

することです。楽しい話題の提供や、とっておきの写真を掲載する

ことで、情報を見る側も、発信する側も楽しむことができると考え

ます。 

 掲載する情報の確認作業は、各担当課の運用に任せることとします。

基本的な確認方法として、紙面決裁ではなく、課内の数名による確

認作業でよいと考えます。ただし、今後、定めるガイドラインや運

用ポリシーに沿った情報発信を遵守する必要があります。 

 今回の政策研究グループの成果として、各研究員は、市ＳＮＳの運

用を推進するグループ・「とよかわタイムス」の一員として、今後の

運用にも参加します。その際、Facebookの記事の冒頭では、「とよか

わタイムスの○○です。」と、親しみを込めた情報発信を展開します。

そして、他の研究員とともに提言内容の実現に協力をします。今後、

広報・シティセールス推進員にもとよかわタイムスへの参加を呼び

かけ、その枠を拡大していきます。 

 

 

 

 

（３）掲載する記事 

 発信する情報について、受け取る側が興味を持ち、読んでくれなけれ

ば情報は届きません。分かりやすく、インパクトのある記事の作成を提

言します。 

 

 掲載する記事は、タイトルと最初の 3 行で「読みたい」と思わせる

ぐらいのインパクトが必要です。また、短い文章で、分かりやすく

伝えることがポイントとなります。そして、やわらかく、親しみの
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「まもなく春がやってきます」 

こんにちは。とよかわタイムスの○○○です。 

今日は、久しぶりに温かい日となりました。温かさに誘われて外出をされた

方も多かったのではないでしょうか。・・・・・・。 

 

詳しいことは、こちらをご覧ください。 

http://www.city.toyokawa.lg.jp 

秘書課 0533-89-2121 

 

 

ある表現になるようにとよかわタイムスのレベルアップを図ります。 

 ＳＮＳで発信する情報は、市ホームページへの入口となります。そ

のため、市ホームページに掲載されている情報への案内を促すとと

もに、着地点となる市ホームページの充実も必要となります。 

 掲載する記事は、以下のスタイル（例）のように、タイトル、記事作

成者の明記、内容、リンク先、問い合わせの明記という流れを統一

スタイルとします。 

 掲載する記事は、行政情報に限らず、本市の魅力発信となるような

情報も掲載し、全庁的にＳＮＳを利用してシティセールスを実践し

ます。 

 

作成する記事のスタイル（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.city.toyokawa.lg.jp/
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（４）写真へのこだわり 

 Facebook へ情報を掲載する際、一番インパクトを与えるのは「写真」

です。閲覧者を引き付け、記事を読んでもらえるような写真の掲載を提

言します。 

 

 Facebookの主役は、やはり写真です。楽しそうな写真、表情のいい

写真、インパクトのある写真を掲載することが、閲覧者を引き付け

るポイントとなります。トリミングや明るさの調整をし、目に留ま

る写真を準備することもたいせつです。また、掲載する写真の枚数

は１枚とします。 

 通常、FacebookなどのＳＮＳは、スマートフォンなどで見ることが

多いと考えられます。そのため、スマートフォンで見ても分かりや

すい写真を掲載する必要があります。 

 ポスターやチラシ、冊子などを使って情報を発信する際は、それら

を人が持って写真に収めることとします。広報戦略プランでは、「職

員の広報パーソン化」という項目があります。その取り組みの一環

として、ＳＮＳ用の写真へ担当課職員の登場を依頼し、情報発信を

していきます。 

 

 

                    表情のよい写真を掲載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ポスターなどは人が持ってＰＲ 
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（５）市民との協働、双方向性への取り組み 

 広報戦略プランや情報化推進計画の中にも位置づけのある「市民との

協働」「双方向性のコミュニケーション」について、市ＳＮＳでは運用の

状況を通して、できるところから着手することとします。 

 

 双方向性のコミュニケーションを実現するために、Facebookでは掲

載した記事へコメントがついた際には、そのコメントに「いいね！」

を返すことで、閲覧者とのコミュニケーションを図ります。また、

多くのコメントが寄せられている場合は、一定期間を置いた後に「お

礼のコメント」を返す取り組みを行います。 

 市ＳＮＳへ寄せられた市政へのご意見や要望、クレームなどは、「市

民何でも意見メールボックス」をご案内することとします。 

 市ＳＮＳにおける市民リポーター・カメラマン制度の導入について

は、とよかわタイムスによる運用や全庁的な運用状況を踏まえ、今

後の検討事項とします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

コメントには

「いいね！」を

返します。 
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（６）宣伝部長・いなりんとの協力関係 

 豊川市観光協会が管理する「いなりん」の Facebookは、約 4,000人の

方が「いいね！」をしています。そのため、いなりんに関係する情報や、

いなりんによるシェアは情報の拡散などに大きな効果があります。また、

豊川市の宣伝部長であるため、本市の広報活動とも関係が深いので、い

なりんとの協力関係を強化することを提言します。 

 

 市ＳＮＳに掲載する情報といなりんがマッチする場合は、豊川市宣

伝部長「いなりん」として、いなりん語での情報発信や写真掲載な

どを行うことがよいと考えます。なお、いなりん語のチェックは市

役所側で対応できる環境を整える必要があります。また、いなりん

の登場は、月に 1、2

回程度の登場が適

当であると考えま

す。 

 いなりんとの協力

関係強化について、

豊川市観光協会へ

正式に打診をし、今

後のシェアやいな

りん語の使用ルー

ルなどを調整する

必要があります。 
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（７）ガイドライン・運用ポリシー 

ＳＮＳ活用に関するガイドライン、市 Facebook・Twitter運用ポリシ

ーに係る原案を別添のとおり政策研究の成果として提言します。 

 

（８）市と関係の深い組織が運用するＳＮＳとの連携 

 市ＳＮＳの更なるＰＲのために、豊川市と関係の深い組織が運用する

ＳＮＳとの連携強化を提言します。具体的には市 Facebook と関係機関

の Facebook相互で「いいね！」をすることとします。まずは、いなりん

と赤塚山公園の Facebookから始めることを提案します。 

 

 

                       いなりんの Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤塚山公園の Facebook 
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９．今後の課題、展開 

 

平成 25年 4月に市 Facebookの「いいね！」は、244件でした。それが平成 26

年 3 月には 530 件を超えています。この数値の伸びは、更なるＳＮＳの活用を

実現し、積極的で効果的な情報発信を実現することが求められているといえる

のではないでしょうか。 

 今回、宣伝部長特命リサーチＳＮＳ研究班では、ＳＮＳを利用した積極的、効

果的な情報発信についての研究を重ねてきました。併せて、先進地の Facebook

の運用や活用方法などを調査し、市ＳＮＳの運用についても検討を行いました。 

 その結果、この報告書で提言させていただく内容を市ＳＮＳにおいて取り組

み、より積極的、効果的な活用をする必要があると考えます。既にＳＮＳの運用

を開始してから約 1 年 3 ヵ月が経過をしていますが、みんなで楽しみながら手

間をかけずに運用し、組織の中でＳＮＳの輪を広げていくことが本市ＳＮＳに

は必要であるといえます。 

また、研究班から提言のあった取り組みや課題、市職員の広報パーソン化、行

政と市民の双方向性コミュニケーションの実現、職員の広報技術の向上などに

ついても、ＳＮＳの活用を通して、１つずつ具体化できるように取り組む必要が

あります。 

 ただ、ＳＮＳは変化の早い媒体であることも事実です。ようやく軌道に乗った

ときには他のＳＮＳが主流となっていることも予想されます。そのため、その

時々に有効な媒体を積極的に活用し、情報発信する柔軟な姿勢がたいせつだと

考えます。 

しかし、たとえ媒体が変わったとしても、今回提言するポイントは本市の広報

事業が目指す「見えすぎる広報の実現・実践」につながると考え、本研究グルー

プのまとめとします。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

参 考 資 料 





























 

豊川市のソーシャルメディア利用に関するガイドライン 

 

１．趣旨 

Facebook ※１や Twitter※２ に代表されるソーシャルメディアは、情報発信、情報共有

の手段として、重要な役割を果たしています。行政活動においても、これらソーシャルメデ

ィアを有効に活用することで、市民へ情報を効果的に伝えられるだけでなく、それらを通じ

市民などの利用者からの反応をみることが可能となっています。 

一方で、匿名性や一方的な記述が可能であるといった特性もあり、不正確な情報や不用意

な記述が予想外の影響を及ぼすなどのリスクも想定されます。 

そこで、市職員が、ソーシャルメディアを有効かつ適切に活用できるよう、その基本的な

考え方や留意点を明らかにする「豊川市のソーシャルメディア利用に関するガイドライン」

を定めることとしました。 

 

２．ソーシャルメディアの定義 

Twitter、Facebook、ブログなど、インターネットを利用して、ユーザーが双方向で情報

のやりとりを行うことができる情報伝達手段のことをいいます。 

 

３．ガイドラインの適用範囲 

このガイドラインは、職員の身分を有する者が、ソーシャルメディアの豊川市公式アカウ

ントを使用する際に適用します。 

  

４ 基本原則 

 （１）職員がソーシャルメディアを利用して情報を発信する場合には、職員であることの

自覚と責任を持つこと。 

 （２）地方公務員法をはじめとする関係法令および職員の服務や情報の取扱いに関する規

程などを遵守すること。 

 （３）基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権などに関して十分留意すること。 

 （４）一度ネットワーク上に公開された情報は完全には削除できないことを理解し、発信

する情報は正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かぬよう留意する

こと。 

 （５）意図せずして自らが発信した情報により他者を傷つけたり、誤解を生じさせた場合

には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めること。また、自らが

発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応し無用な議論とな

ることは避けること。 

 （６）次に掲げる情報は発信しないこと。 



（ア）職務上知り得た情報に関するもの 

（イ）市または第三者の権利を侵害するもの 

（ウ）市のセキュリティを脅かす恐れのあるもの 

（エ）不敬な言い方を含むもの 

（オ）法令などに違反するもの、または違反する恐れがあるもの 

（カ）個人情報を含むもの 

（キ）政治・宗教活動を目的とするもの 

（ク）人種、思想、信条等の差別または差別を助長させるもの 

（ケ）事実と異なる内容および単なる噂や噂を助長するもの 

（コ）第三者の特許権、意匠権、著作権、商標権、肖像権などを侵害するもの 

（サ）犯罪行為を助長するもの 

（シ）有害なプログラムなどに連動するもの 

（ス）わいせつな表現などを含むもの 

（セ）公序良俗に反するもの 

（ソ）その他、運営上、不適当であると判断されるもの 

  

５ 運用上の留意事項 

（１）市ホームページとの連動 

 ソーシャルメディアを利用して情報を発信する場合は、投稿する記事内に、リンク先と

なる市ホームページの URL を掲載し、利用者が内容の詳細を収集できる環境を整える必

要があります。 

 

（２）情報発信を行うタイミング 

  ソーシャルメディアを効果的に活用するためには、タイムリーに情報を発信する必要

があります。また、発信の時期について、公式発表、報道機関への情報提供、議会への報

告などについて考慮した上、適切なタイミングで行う必要があります。 

 

（３）決裁について 

ソーシャルメディアを利用した情報発信については、事実に基づいた発言が主体とな

ることから、次のものに関しては所属長の決裁を経ずに情報発信を行うことができます。 

（ア）既に情報がオープンになっているイベントなどについて、再度情報発信を行う場合 

（イ）イベントの経過や、競技会の結果などについて情報発信を行う場合 

（ウ）法令などで定められているものをお知らせする場合 

 

（４）回答・返信について 

発信した情報に対するコメントについては、原則、返信する必要はありません。ただし、



いただいたコメントは、所管課内などで共有するように努めてください。 

 

（５）トラブル防止のために 

（ア）他の利用者からの意見に対しては、冷静かつ誠実に対応する必要があります。 

（イ）誤りは直ちに認め、訂正しなければなりません。 

（ウ）炎上※３状態になった場合は、反論や抗弁は控えてください。冷静に対応する必要が

あります。対応に時間を要する場合はその旨を説明し、無視しているなどの誤解を招

かないようにする必要があります。 

（エ）なりすましが発生した場合は、当該ソーシャルメディアの管理者に削除依頼を行い、

必要に応じて、市ホームページなどでなりすまし※４の存在を注意喚起する必要が

あります。 

 

（６）利用者向けの運用ポリシー 

ソーシャルメディアの運用にあたっては、アカウントごとに利用者向けの運用ポリシ

ーを定め、運用ポリシーの変更があった場合は、市ホームページ等で周知することとしま

す。 

 

６ その他 

ソーシャルメディアサービスを利用する際は、各サービスの利用規約やルールに従って

利用してください。 

 

 

用語解説 

※１ 「Twitter」：ツイッター社（Twitter Inc.）が運営するインターネット上のサービス。

利用者が「ツイート」とよばれるつぶやきを投稿し、双方向のやりとりを行うことができる。 

※２ 「facebook」：フェイスブック社（Facebook Inc.）が運営するインターネット上のサ

ービス。多くの利用者が実名登録をし、日記機能やメッセージ機能を利用して双方向のやり

とりを行うことができる。 

※３「炎上」：ブログなどにおいて、サイト管理者の想定を大幅に超え、非難・批判・誹謗・

中傷などのコメントが殺到すること。 

※４「なりすまし」：他の利用者のふりをして、インターネット上でのサービスを利用する

こと。 



豊川市公式 Facebook 運用ポリシー 

 

豊川市公式 Facebook ページを通じた情報発信にあたり、利用者に誤解や混乱が生じな

いよう豊川市公式 Facebook 運用ポリシーを次のとおり定めます。内容をご確認の上、ご

利用ください。 

  

【目的】 

豊川市公式 Facebook ページでは、まちの身近な話題や出来事などをタイムリーに紹介

し、豊川市の魅力を広く知ってもらうことを目的としています。 

 

【アカウント情報】 

アカウント名：豊川市 

FacebookＵＲＬ：https://www.facebook.com/city.toyokawa 

 

【管理者】 

豊川市企画部秘書課広報広聴係 

 

【発信する内容】 

（１）会議、イベント等の案内、ＰＲなど 

（２）事業、制度等の紹介や告知など 

（３）災害情報など 

（４）市の特産品やシティセールスに関する情報 

（５）その他、担当業務に関連する情報の提供 

 

【対応時間】 

原則、勤務時間内（月曜日～金曜日の 8 時 30 分から 17 時 15 分まで）において不

定期の更新としますが、この時間帯以外に更新することもあります。 

 

【コメントの管理】 

Facebook へのコメントに対しては、原則として返信はいたしません。お問い合わせや

ご意見については、市ホームページ「お問い合わせフォーム」 

http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/soshiki/otoiawase.html により、担当課へ直接

お問い合わせください。 

 

【禁止事項】 

投稿内容に関係のないコメントや、下記事項に該当するコメントは、コメントの投稿者に



断りなく、全部または一部を削除する場合があります。 

・法令などに違反する内容、または違反するおそれがある内容 

・特定の個人、企業、団体などを誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を傷つける内容 

・政治・宗教活動を目的とする内容 

・公序良俗に反する内容 

・犯罪行為を助長する内容 

・本人の承諾なく個人情報を開示・漏えいするなどのプライバシーを侵害する内容 

・第三者の特許権、意匠権、著作権、商標権、肖像権などを侵害する内容 

・人種、思想、信条などの差別または差別を助長させる内容 

・広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とした内容 

・記載された内容が虚偽または著しく事実と異なる内容 

・有害なプログラムなど 

・わいせつな表現などを含む不適切な内容 

・その他、運営上、不適当であると判断される内容 

 

【知的財産権】 

Facebook に掲載されている、写真・イラスト・音声・動画及び記事などの知的財産権

は豊川市または正当な権利を有する者に帰属します。また、「私的使用のための複製」や「引

用」など著作権法上認められた場合や、Facebook 上で「シェア」機能を使用するなど、転

載の対象となる内容を改編せず、また出所を明記する場合を除き、無断で複製・転載するこ

とはできません。 

 

【免責事項】 

（1）豊川市は、Facebook に掲載した情報の正確性、完全性、有用性などを保証するも

のではありません。 

（2）豊川市は、利用者が Facebook の掲載情報を利用または信用したことにより、利用

者または第三者が被った損害について、いかなる場合でも一切の責任を負いません。 

（３）Facebook に関連して生じた利用者間のトラブルまたはその被った損害について、

また、Facebook に関連して生じた利用者と第三者との間のトラブルまたはその被った損

害について、豊川市は責任を負いかねますのでご了承ください。 

（４）上記の他、豊川市は当ページに関連する事項に生じたいかなる損害について、一切の

責任を負いません。 

 

【運営方針の変更】 

当市は、ユーザへの予告なしに本運用ポリシーの変更を行う場合があります。 



豊川市公式 Twitter 運用ポリシー 

 

豊川市公式 Twitter ページを通じた情報発信にあたり、利用者に誤解や混乱が生じない

よう豊川市公式 Twitter 運用ポリシーを次のとおり定めます。内容をご確認の上、ご利用

ください。 

  

【目的】 

豊川市公式 Twitter ページでは、まちの身近な話題や出来事などをタイムリーに紹介し、

豊川市の魅力を広く知ってもらうことを目的としています。 

 

【アカウント情報】 

アカウント名：豊川市 

TwitterＵＲＬ：https://twitter.com/toyokawa_city 

 

【管理者】 

豊川市企画部秘書課広報広聴係 

 

【発信する内容】 

（１）会議、イベント等の案内、ＰＲなど 

（２）事業、制度等の紹介や告知など 

（３）災害情報など 

（４）市の特産品やシティセールスに関する情報 

（５）その他、担当業務に関連する情報の提供 

 

【対応時間】 

原則、勤務時間内（月曜日～金曜日の 8 時 30 分から 17 時 15 分まで）において不

定期の更新としますが、この時間帯以外に更新することもあります。 

 

【コメントの管理】 

・原則当アカウントからの「フォロー」「返信」「リツイート」はしません。お問い合わせ

やご意見については、市ホームページ「お問い合わせフォーム」 

http://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/soshiki/otoiawase.html により、担当課へ直接

お問い合わせください。 

 

【禁止事項】 

投稿内容に関係のないコメントや、下記事項に該当するコメントは、コメントの投稿者に



断りなく、全部または一部を削除する場合があります。 

・法令などに違反する内容、または違反するおそれがある内容 

・特定の個人、企業、団体などを誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を傷つける内容 

・政治・宗教活動を目的とする内容 

・公序良俗に反する内容 

・犯罪行為を助長する内容 

・本人の承諾なく個人情報を開示・漏えいするなどのプライバシーを侵害する内容 

・第三者の特許権、意匠権、著作権、商標権、肖像権などを侵害する内容 

・人種、思想、信条等の差別または差別を助長させる内容 

・広告、宣伝、勧誘、営業活動、その他営利を目的とした内容 

・記載された内容が虚偽または著しく事実と異なる内容 

・有害なプログラムなど 

・わいせつな表現などを含む不適切な内容 

・その他、運営上、不適当であると判断される内容 

 

【知的財産権】 

Twitter に掲載されている、写真・イラスト・音声・動画及び記事などの知的財産権は豊

川市または正当な権利を有する者に帰属します。また、「私的使用のための複製」や「引用」

など著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転載することはできません。 

 

【免責事項】 

（1）豊川市は、Twitter に掲載した情報の正確性、完全性、有用性などを保証するもの

ではありません。 

（2）豊川市は、利用者が Twitter の掲載情報を利用または信用したことにより、利用者

または第三者が被った損害について、いかなる場合でも一切の責任を負いません。 

（３）Twitter に関連して生じた利用者間のトラブルまたはその被った損害について、また、

Twitter に関連して生じた利用者と第三者との間のトラブルまたはその被った損害につい

ては、豊川市は責任を負いかねますのでご了承ください。 

（４）上記の他、豊川市は当ページに関連する事項に生じたいかなる損害について、一切の

責任を負いません。 

 

【運営方針の変更】 

当市は、ユーザへの予告なしに本運用ポリシーの変更を行う場合があります。 
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