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平成 30 年度第１回 横浜市広報企画審議会会議録 
日 時 平成 30 年９月５日（水）14 時 00 分～16 時 00 分 
開催場所 関内中央ビル 10 階 横浜市会議室 
出 席 者 伊藤 有壱、太田 塁、片桐 朋子、加藤 直裕、佐々木 茂雄、佐藤 潮、佐藤 華

名子、佐藤 豊彦、嶋田 充郎、杉本 ひろみ、鈴木 真実、塚原 泉、トルオン テ

ィ トウイ チャン、林田 育美、春名 義弘 
欠 席 者 吉富 真里 
開催形態 公開（傍聴者０人） 
議 題 １ 会長・副会長の選任について 

  平成 30 年度の会長は加藤直裕委員に、副会長は佐藤豊彦委員に決定 
２ 効果的な広報を行うために～広報に関するアンケート調査の結果から～ 

議 事 （事務局） （事務局から平成 29 年度実施の広報に関するアンケートの結果につい

て説明） 
 （杉本委員） アンケート調査を拝見しまして、世帯数がかなり多い横浜市の中で、色々

な媒体を使っていくことの難しさを感じました。 
若い世代の方から、見て楽しいウェブサイトというご意見がありました

が、横浜市の情報になるべく関心を持っていただくためにも、ウェブを

見て、いいなと思ってもらうことが大切ではないかと思っています。 
私ども国際交流という立場から言いますと、やさしい日本語の表現を

色々な媒体で取り入れていただけるといいと思います。また、多言語化

の対象が英語、中国語、ハングル、ポルトガル語、スペイン語となって

いるんですけれども、横浜の外国人数の推移を調べると、フィリピンや

ベトナム、ネパールなど新しいアジアの方たちがどんどん入ってきてい

る状況ですので、多言語化についても、検討・見直しの時期に来ている

のかなと感じております。 
私は暮らしのガイドをよく使った世代なんですけど、アンケートを見て

いると、みなさん卒業傾向にあることが見て取れますので、媒体につい

てもその機能を考え直していく必要があるのではないかと感じました。 
 （加藤会長） 杉本委員は、広報よこはまから市の情報を得ることが多いですか？ 
 （杉本委員） 私はウェブです。ただ、外国人の方が使うには、現状では何層にもなっ

ていて煩雑すぎるものですから、それを改善していただければと思って

おります。それからウェブ上でもやさしい日本語を活用していただきた

いと思います。 
 （加藤会長） ありがとうございます。では、佐藤委員おねがいします。 
 （佐藤潮委員） 広報よこはまが届いていないという話がありますが、たいてい自治会を

通して配っているので、自治会に入っていない人にはなかなか届かない

んですね。かといって、（自治会に入っていない人に）勝手に配るとこん

なものいらないと言われたこともあります。先ほども説明があったよう 
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  に、広報よこはまが広報媒体として一番普及しているわけですから、何

とかしてみなさんのところに届けたいというのが私の希望ですが、どの

ように配っていくかというのが課題でもあります。 
 （加藤会長） ありがとうございます。佐々木委員はいかがでしょうか。 
 （佐々木委員） 

 

アンケート結果を見ると、70 代以上は広報よこはまが情報入手の主体と

いうことですが、私も毎月（審議会委員として送られてくる）18 区の広

報よこはま全部に目を通しています。いろいろな講演会などが各地で開

催されていますから、その情報をまとめて、毎月のボランティア部会で

みんなに発信しています。そういう意味で、広報よこはまは非常に重宝

しております。 
 （加藤会長） ありがとうございます。では、片桐委員おねがいします。 
 （片桐委員） 紙媒体とウェブ、SNS などそれぞれメリットがあると思いますので、う

まく組み合わせてお使いになるのがいいかなと思います。広報よこはま

も QR コードをつけて、ウェブへのアクセスをよくされていると思いま

す。 
私がよく拝見しているのは SNS で、トピックスから興味を持って、詳し

く見てみるということが多いです。市外から観光などでいらっしゃる方

たちも同じで、例えば、私ども横浜アリーナに来ていただくお客様は、

ウェブサイトをご覧になって、そこから興味があるものや必要な情報を

手繰っていくということをされているので、周辺の店舗やコンテンツと

連携して情報を載せるといったこともしています。 
市の広報でも、ここに行けば見られるといったところに情報の連携がさ

れていたり、アクセスしやすくなっていたりすれば、どんどん手繰り寄

せていくことができると思いますので、情報の入口とそこから先をどれ

だけうまく作っていくかというところが、ポイントだと感じております。 
 （加藤会長） 片桐委員が得たい情報というのはイベント・観光ものが多いですか。 
 （片桐委員） イベント・観光以外でもいろいろな取組や地元の情報などもありますが、

これだけ情報が氾濫していると、気をつけていても入ってこないものは

入ってこないですし、たまたま入ってこなかったということもあると思

います。常に情報だけを追いかけてはいられないので、そうするとどれ

だけ目に触れるか、耳に入るかということが重要になるかと思います。 
 （加藤会長） ありがとうございます。塚原委員お願いします。 
 （塚原委員） 私たち地域子育て支援拠点は日々70 組前後の親子が自由に遊びに来る

ところなので、実際にアンケートについて聞いてみました。 
専業主婦の方など女性が多かったのですが、広報よこはまは毎月読んで

いるということでした。子育てに関すること、地区センターやケアプラ

ザのイベント、講座の情報なども積極的にとっている。ラインマーカー

を引いたり、切り取って持ち歩いたり、カメラで撮って友達に伝えると 
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  いうような利用をしているということでした。ただ、外国人の方は、や

はり読めずにそのまま捨ててしまうというようなお話がありましたの

で、外国人の方にも読みやすく、伝えやすくするというのが課題なのか

なと思いました。お父さんたち（夫）はほとんど読まないけれど、区民

まつりや大きなイベントになると興味を持ち、先ほどおっしゃったよう

に、市のウェブを通じて深掘りしていくという流れを感じました。祖父

母世代（義父母）は事細かに全部読むということで、50 代以上には大切

なツールになっていると感じました。 
先ほどから出ている、広報よこはまをどう届けるかというお話ですが、

自治会町内会に加入していない子育て世代も増える中、子育て支援拠点

などの施設は情報を集めて発信する大きな機能があり、情報を得ること

でこんないいことがあるということを体感していただくことがとても大

事だと思っております。 
９月号の広報よこはまにあった防災の記事はチェック項目もあり、ただ

読む媒体から使える媒体になっていて、早速避難訓練にも使わせていた

だきました。 
 （事務局） 広報よこはまの多言語版の話がありましたが、横浜市では広報よこはま

を６言語とやさしい日本語に翻訳しております。それらはウェブサイト

でのみ公開をしておりますが、そういった取組みを国際交流ラウンジや

拠点で周知していく必要があると感じました。 
 （加藤会長） ありがとうございます。では、林田委員お願いいたします。 
 （林田委員） 広報よこはまの区版を 18 区全部に目を通させていただいていますが、

並べてみますと区によって違いがあると思います。いい悪いではなくて、

読みやすい読みにくい、デザイン上の問題、魅力あると感じる内容だっ

たり、何となくさらっと見てしまうものだったりと、その違いを毎月感

じているところです。各区のご担当者がいろいろ考えられていると思い

ますが、そういうことによって受け取る側の印象も大きく変わると思い

ますので、そのあたりも一つの課題ではないかと思います。 
それから、私どもの施設は高校生が入館者の 35％を占めております。ま

た、外国人の支援施設でもあります。彼ら青少年、外国人はほぼ完全に

ウェブを使いこなすといってもいいのではないかと思います。広報よこ

はまはやはり外国人の方は読めないのでなかなか手に取ることはありま

せんが、塚原委員もおっしゃったように、９月号の防災特集はとても見

やすくできておりましたので、日本語を教えるグループの方がこれを活

用して外国人向けのセミナーのようなものを開催していました。ですか

ら、見やすい作りになっていれば、日本人が間に入ることで外国人にも

有益だと思います。 
それからもう一つ、私自身、横浜市のホームページをよく利用させても 
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  らっていますが、ほしい情報になかなか行きつかず、見つかったと思っ

たら何年も前のものが出てきたりします。ウェブサイトは最新情報がい

かに素早く手に入るかが重要だと思いますので、今回のリニューアルに

大きな期待を寄せているところでございます。 
 （加藤会長） ありがとうございます。では、春名委員お願いいたします。 
 （春名委員） 広報に関心のない人にどうやって見てもらうかということですが、先ほ

ど塚原委員が言いましたように、見ると良いことがあるとわかれば、誰

でも取りに行くと思います。 
新聞もだんだん読まない人が増えていて、読まないとついていけないと

いう雰囲気をどう出せるかということを普段考えています。 
私見ですが、知らせるだけの時代は終わったという気がします。情報過

多の時代に、これだけ媒体があって、重複が結構あると思います。 
この媒体ではターゲットを絞ってここに訴える、こっちはお知らせに徹

する、そういうすみ分けをしていくべきではないかと思います。 
できれば、対話型、合意形成型で、市がどういう方向を目指しているの

かということを広報で展開し、地域のニーズを把握して、政策決定に活

かしていく、という広報であればよいと思います。広聴的なものをうま

く入れていくような仕組みができないかと思います。 
 （加藤会長） ありがとうございます。では、鈴木委員お願いします。 
 （鈴木委員） 私たちは困っている人たちにアプローチしたいということでいろいろ努

力しています。新横浜のラポールで講座を、桜木町の健康福祉センター

でコミュニケーション教室というものを開いています。広報よこはまで

受講生を募集したのですが、このアンケートのとおり、60～70 代の人が

多く、若い人に全くタッチできていないという問題があります。先ほど、

20 代の人は広報よこはまの写真がいいと言っているとありましたが、表

紙しか見ていない、中身を見ていないのではと私は感じました。 
横浜市の色々なメディアをどう使ってＰＲしたらいいのかと考えると、

ウェブサイトが一番いいと思います。情報は全部ウェブで検索できるよ

うにする。例えば、聴覚障害者の方、難聴者の方向けの情報を広報よこ

はまに出ているものも、その他の広報に出ているものも集めて全部ウェ

ブで検索できるようになればいいですね。 
広報よこはまの場合は、読み返そうと思った時にはゴミ箱に行ってしま

っていることがある。車内広告もその場だけで見て、後で見返すという

ことは難しいです。後から取り出したい、見てみたいというときに使え

るのはウェブだと思うので、ぜひ全部一括して情報を載せて検索できる

ようにしたらいいのではないかと私は考えました。 
 （加藤会長） ありがとうございます。佐藤委員お願いします。 
 (佐藤(華)委員） 横浜市の広報は全市民に向けて発信しなければならず、これだけ媒体が 
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  多様化し、情報入手の仕方も世代間のばらつきがある中で、どのように

全員に届けていくかというのは大きな課題かと思われます。 
今は過渡期ではないかと思いますが、世代でばらつきがあるので、きち

んと対象者を決めて、それに対して丁寧により良い発信方法で必要な情

報を発信していくしかないのかなと感じました。 
特に若い方が広報よこはまを読んでおらず、20 代では、車内広告の数値

が高かったということですが、結局、わざわざは読まないが、生活の中

に必ず目に入ってくる、生活をしている中で必ず通りすがるところに情

報を置かないと、見ない、読まないということなのだと思います。 
そう考えると、若い世代が必ずいて、全世代にわたって広く使われるの

がコンビニだと思います。今、コンビニは荷物も取りに行けて、公共料

金も払えて様々な機能を果たしていますし、震災時にもコンビニが拠点

となって大きな力となったこともあります。市や公共機関だけでは限界

があると思いますので、例えば、企業との連携で目的に沿った、ターゲ

ットを絞った情報発信ができる仕組みがあると変わってくると思いまし

た。 
   
 （加藤会長） ありがとうございます。今も佐藤委員からありましたが、若い人たちに

なかなか広報よこはまを見てもらえないとアンケート結果にも出ていま

したが、太田委員と伊藤委員は、学生と触れ合う中で感じることなどあ

りますでしょうか？ 
 （太田委員） 学生だけでなく、全ての方にもそうかもしれませんが、やはり何度も何

度も伝えるということです。特に関心がないような場合は聞き逃してし

まうことは多いと思います。もう一回考えてみるとやっぱり重要だなと

いうことは、何度か聞いてわかるようなこともあるのではないかと思い

ます。そういう意味では、重要なことは繰り返し連絡する、お知らせす

るということをしないといけないのではないかと思います。 
アンケート調査で考えたこと、疑問に思ったことが 4 点ほどありました

ので、述べさせていただきます。 
1 点目は、アンケート調査から具体的な課題や問題が抽出できているの

か、ということです。100％全ての媒体を皆さんに読んでいただくという

のは不可能だと思いますが、それを目指すのか、もしくはある程度の目

標があって、その中でどれだけ浸透しているのかを測っているのか。調

査結果の報告の中からはそれが見えなかったので、具体的な問題や課題

を抽出できたのかということを一つ申し上げたい。 
2 点目は市政情報の入手方法で、広報よこはまなど、たくさんの方向で

世代別に色々と調査をされていますが、この中に、コールセンターを入

れてもよかったのではないかと思います。私も、コールセンターに電話 
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  したことがありますが、すぐ答えてくださったので便利だなと思いまし

た。細かいことや急ぎのことはコールセンターで市政情報を入手してい

る人もいるのではないかと思います。 
大学も外国人の学生、留学生がどんどん増えていて、中には英語しか話

せないような学生もたくさんいます。日々の生活で困ることがあると思

うので、コールセンターも英語で対応できたらよいだろうなと思います。

これが 3 点目です。 
4 点目は、災害のこともそうですが、速報性があるもの、今すぐ知らせ

たいことは、世代間の情報入手先の違いというよりも、内容できちんと

切り分けをしたほうがいいのではという観点です。例えば、世代が上の

方は広報よこはまを読んでいるといいますが、その方たちにも例えば

Twitter の使い方を学んでもらい、災害があった時、すぐ知らせたい時に

使ってもらえるようにする方が良いと思います。使うことでいろいろ便

利なものは、使えないなら教えてあげるとか、多くの世代にこちらから

アプローチしていくというのも必要ではないかと思います。 
 （事務局） まず、最後にいただいたお話ですが、まさに媒体ごとに特性が違いまし

て、広報よこはま等のような紙媒体では、災害情報などはすぐに伝わら

ないので、Twitter やウェブを見ることができないと情報をすぐに得る

ことが難しい。私どもも色々な媒体を使っていますが、できるだけどの

世代の方にも入手しやすいようにするというのは課題だと感じておりま

す。 
外国人の広報の対応になりますが、広報よこはま等はウェブに多言語で

載せていますが、なかなか見ていただけないということもあります。横

浜市国際交流協会では多言語の相談もやっていますので、そういうとこ

ろと連携しながら、周知する取組みが必要ではないかと考えています。 
世代によって使っている媒体が違うということもありますが、例えば、

若者が使っている媒体を活用したとしても、最終的にはコンテンツが重

要になってくるのではないかと思います。他の自治体や民間の取組みな

ども研究しながら検討を進めていきたいと思います。 
 （加藤会長） ありがとうございます。伊藤委員お願いします。 
 （伊藤委員） 映像研究科は 20 代の学生や、海外からも最大で 5 か国くらいの学生が

来ておりますが、やはりインターネットの活用については抜群に能力が

高く、情報にたどり着く能力は本当に驚くくらいです。若い世代に関し

てはそういう傾向が見られるということは言えると思います。 
もう一つ、横浜市は文化芸術に非常に理解のある、歴史のあるところで

す。横浜市市民局や文化観光局のメディア、コンベンションビューロー、

横浜市芸術文化振興財団と、色々なところで芸大の公開講座を載せてく

ださるのですが、ほぼ効果が出ていないという現実があります。これは 
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  情報の編集という視点から考えると、佐藤豊彦委員など、プロフェッシ

ョナルのご意見をもう少し積極的に取り入れるタイミングが必要ではと

思います。 
それから、アンケート調査について一番知りたいことは、市民局さんが

アンケート結果をどのように捉えられたかということです。市民として

は知る必要があると感じています。 
 （加藤会長） 伊藤委員のご意見に対していかがでしょうか。 
 （事務局） 私どもは広報よこはまが基幹媒体になっておりますが、やはりこれだけ

届いていない世代があること、あるいは読む時間がないと考える方がい

るということは課題だと思っています。どういった媒体、どういった方

法でこのような方々に情報をお届けするか、今日いただいたご意見も踏

まえながら、もう少し掘り下げて検討していきたいと思っています。 
 （加藤会長） ありがとうございます。今の時代は目的をもって自分の知りたいことを

取りに行く。その手段として、ウェブや SNS がありますが、不特定多数

の人に情報を届けるためには、そこにいかに引っ掛けるかというのが難

しいところです。私はラジオという媒体で仕事をしておりますが、不特

定多数の人にキーワードというか耳に引っかかる情報を発信して、興味

を持ってもらう、振り向かせるということを心掛けています。 
嶋田委員にテレビでの立場も含めて横浜市の広報についてご意見を頂け

ればと思います。 
 （嶋田委員） 広報、特に行政の広報というのは難しいところもあろうかと思います。

本来は、市民全員に行き届くというのが究極の広報であるけれど、横浜

市は 370 万人を超える人口があり、全員に網をかけるというのは現実的

に不可能と思われます。その中の多数に情報をどのように気づかせて、

必要な情報を引き出してもらうかということについて、私は二種類ある

ような気がします。 
今は、ウェブなどで必要な情報を自分から主体的に取りに行って、情報

を取ることができるような社会が、だいぶ構築されてきたと思います。

そこで、横浜市のウェブをもっと使いやすくしないといけないというの

は課題にもなっていますが、スマートフォン対応をしっかりやらないと

いけないと思います。これからはスマートフォンといっても、若者だけ

が使っているわけではなく、横浜市から幅広くリーチしなければいけな

い一人暮らしの高齢者の方や外国人の方など、さまざまな人にとって、

比較的低コストで容易にアクセスができるようなツールになっていくと

思います。個人的にはスマートフォンをかなり扱えるようになったので、

今後どちらかというと、高齢者にとって非常にやさしい機器になるので

はと思っています。 
ウェブの再構築も、行政側からこうである、ではなく、市民目線で逆算 
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  式での情報提供の仕方というのを目指していただければと思います。 
広報の役割は、必要な時に必要な情報を取れることはもちろん、普段意

識をしていない、気付いていない人に、行政がこういうことをやってい

る、横浜市でこういうことがあるというようなことに気付いてもらい、

頭の片隅に置いてもらうことだと思います。できるだけ多くの人に届く

ようなツールは時代ごとに変わっていくと思いますが、そこを抑えてい

くことが必要ではないかと思います。 
 （加藤会長） ありがとうございました。チャン委員お願いします。 
 （チャン委員） 私ども相談窓口に来る方はほとんどニューカマーですが、さまざまな年

代の方が来ます。アンケートには市政情報の入手方法として、60 代以上

で広報よこはまが 83 パーセントとありますが、これは外国人には当た

らないですよね。高齢の外国人は日本語が読めない、パソコンは持って

いない、使い方がわからない。だから窓口に来ます。30～40 代で少し日

本語を読める方は、ほとんどがウェブサイトを見て、こういうのを見た

けど本当なの？と確認してくる方もいます。 
いま神奈川県、横浜市にも増えている「ニュー・ニューカマー」。彼らは

短期の留学生や研究生などで、１～３年で帰らないといけない。そうす

ると日本語もわからず、広報よこはまもほとんど読めないのでウェブサ

イトか、ソーシャルメディアから情報を得ています。 
私は広報よこはまが好きですが、一番私がためになるなと思ったのは、

写真がたくさんある情報です。見て困るのは、カタカナがたくさん書か

れたものです。私たちは辞書をよく使いますが、カタカナをいっぱい書

かれると辞書で調べるのが難しいということを課題に感じています。 
もう一つ感じたことは、広報よこはまを 6 言語に翻訳をしてくださった

のに、サイトを開かないと見ることができないというのがとてももった

いないと思います。外国人は必ず（手続きなどで）役所に行きます。そ

して、自分と関係がない情報でも母国語で書いてあれば持って帰ります。

ですから、数は少なくてもいいので、6 言語に翻訳したものを少し役所

などに置いてもらえたらうれしいと思います。 
 （加藤会長） ありがとうございます。今後の広報のあり方について、皆さんに意見を

伺ったところで、その他にご意見はいかがでしょうか？ 
 （林田委員） 何人かの方もおっしゃっていましたが、これからの時代、あるいは今の

時代、情報は自分で取りに行くという、そこも非常に重要なところだと

思っています。 
横浜市は、どのようにしてできるだけ公平公正に、まんべんなく情報を

発信できるかという観点で考えていらっしゃると思いますが、おそらく、

情報が必要だと思っている人たちは自分で情報にたどり着こうと動くわ

けです。ということは、どうやってうまく情報を発信していこうかとい 
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  う観点は重要ですが、どうやって情報を取ってもらうかというのも大切

な観点ではないかと思います。 
今、チャン委員がおっしゃったように、ウェブが有効だと言いながら、

やはり外国人の皆さんにとって母国語で書いてある紙があるということ

は、言い過ぎかもしれませんが、命綱のように思われる方が多いと思っ

ています。ですから、便利さに流されて、そこを失くしてしまい、ウェ

ブにありますからというわけにもいかないのではないでしょうか。残す

べきものを残して拡大すべきものを拡大し、発信する力をもっと強化し

なくてはいけない。そのことで外国人も、若者も、そして大人たちにも、

情報を取ってもらいやすくする。そういう観点がこれからますます重要

になるのではないかという感想を持ちました。 
 （加藤会長） ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 
 （片桐委員） 先だって、マーケティング関係のセミナーに参加してきましたが、今、

コミュニティの考え方も変わってきていて、単純に住まいが一緒の地域

であるというだけではなく、関心事でくくる共同体のようなものができ

ているということです。ある自治体の試みでは、そのような関心事でで

きているコミュニティの方にアプローチし、そのコミュニティの中で広

めていただくことで、とても効果的な広報になったということです。情

報によっては、そういうコミュニティに対して、どのようにアプローチ

していくかということもすごく重要ではないかと感じました。 
 （加藤会長） ありがとうございます。 
 （鈴木委員） 私も取りたいと思うときに情報が取れる、そういう広報であってほしい

と思います。 
 （加藤会長） 佐藤副会長からご意見いただきたいと思います。 
 （佐藤(豊)委員） 広報よこはまを皆さんとても重視しているが、若い人には届いていない

という問題を、解決する方法も一つあるかなと思います。たとえば、テ

レビや車内広告、ＳＮＳなどに若い人たちが関心を示すようであれば、

例えばキャンペーンをはってみる。そしてイベントのチケットをプレゼ

ントしたりするだけでもロイヤリティは上がります。そのように、メデ

ィアごとに持っている力、能力、内容、コンテンツ、届けられる範囲は

それぞれ違うと思います。 
マクルーハンというメディアの研究家が、メディアはどうしても、前に

のっているものやそれを体験した経験だけで見てしまうので、本質が見

えない、メディアはその向こう側にあるということを言っています。例

えば、インターネットはよく見るととても大きい役割があり、複合的な

ものになっています。インターネットの最高の価値というのは、ウィキ

ペディア機能なので、広報を全部ウィキペディアに載せてもいいのでは

と思うくらいです。市独自のウィキメディアを作ってもいいですが、そ 
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  うすると、市のノウハウを一括して全部データベースの中に載せるとい

うことになります。そこで何が価値があるかというと、データベースで

あれば誰でも検索できるのです。検索できるもの、できないものという

ようなフラグを立てることもできます。そういうことがきちんと精査さ

れると何が起こるかというと、「OK Google」のような音声検索が可能に

なります。それはお年寄りであったり、障害のある方であったり、外国

人であったり、広報にとってはとてもメリットがあります。外国人も自

分の言葉で話しかけて、載っているコンテンツを全部翻訳して伝えても

らえるという時代がもう目の前に来ています。そこで一番注力してほし

いのは、ウェブのデータのクリーンアップであったり、それらを今後ど

のように生かしていくかを計画するという長いビジョンでないかと思い

ます。 
 （加藤会長） ありがとうございました。 

皆さんの忌憚のないご意見ありがとうございました。 
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