
議題１ 広報・広聴事業の取組状況について

令和３年11月17日
令和３年度第１回横浜市広報企画審議会
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１ 背景

◆一般的に各種情報の入手手段としてスマートフォンに
よる情報収集が主流となる中で、行政の広報・広聴も
時代に合わせた対応が求められている

◆市民の皆様がいつでも簡単に情報を入手できるように
改善することが必要

新たなツールの導入

LINE 広報紙アプリAIチャット
ボット
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２ 新たなツールの活用状況 （１）AIチャットボットの導入

◆導入時期 令和３年４月

◆メリット
・市ウェブサイトから24時間365日問合せ可能であることや、電話以外の問合せ
手段を充実させることにより、市民サービスの向上が期待できる。

・電話以外の手段で問題解決したい市民にはチャットボットが対応することで、
電話によるお問合せがより必要な方へ、市職員やコールセンターが集中して対応
することを可能にする。

横浜市ＡＩチャットボット

◆回答内容
市政全般に関すること
※「戸籍・税・保険・マイナンバー」「健康・医療」「市営交通」及び「公共施設」など

◆利用者数
4月 5月 6月 7月 8月 9月

12,491 23,494 12,079 9,620 7,558 5,175

※ワクチン関係の問合せの増加により、５月の利用者数が多くなっています。 4
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		　評価数 ヒョウカ スウ		32		4		11		182		170		46		47		151		95		79		84		84		40		44
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		　CC		564		496		559		561		515		350		380

		　トップ								30,678		29,846		12,437		11,560

		　交通 コウツウ								7,766		5,213		4,118		3,935

		　暮らし ク								2,586		2,606		1,369		1,304

		　都筑 ツヅキ								897

		　鶴見 ツルミ								1,019

		　戸塚 トツカ								928

		　瀬谷 セヤ								565

		　栄 サカエ								518

		　西 ニシ								549

		　中 ナカ								797

		　南 ミナミ								808

		　緑 ミドリ								855

		　港南 コウナン								802

		　港北 コウホク								1,264

		　金沢 カナザワ								728

		　神奈川 カナガワ								1,003

		　泉 イズミ								578

		　磯子 イソゴ								536

		　保土ケ谷 ホドガヤ								817

		　旭 アサヒ								900

		　青葉 アオバ								1,178
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		週ごと シュウ		2,112												2,701														2,406														2,749														3,106														6,002														5,453														6,213														4,422														3,736														3,010														2,859														2,241														2,691														2,272														2,045														1,968														1,954														1,461														1,843														1,858														1,785														611



総アクセス数	

44284	44285	44286	44287	44288	44289	44290	44291	44292	44293	44294	44295	44296	44297	44298	44299	44300	44301	44302	44303	44304	44305	44306	44307	44308	44309	44310	44311	44312	44313	44314	44315	44316	44317	44318	44319	44320	44321	44322	44323	44324	44325	44326	44327	44328	44329	44330	44331	44332	44333	44334	44335	44336	44337	44338	44339	44340	44341	44342	44343	44344	44345	44346	44347	44348	44349	44350	44351	44352	44353	44354	44355	44356	44357	44358	44359	44360	44361	44362	44363	44364	44365	44366	44367	44368	44369	44370	44371	44372	44373	44374	44375	44376	44377	44378	44379	44380	44381	44382	44383	44384	44385	44386	44387	44388	44389	44390	44391	44392	44393	44394	44395	44396	44397	44398	44399	44400	44401	44402	44403	44404	44405	44406	44407	44408	166	30	60	964	650	242	229	561	509	387	406	400	209	212	399	409	393	398	368	227	205	444	421	436	394	378	471	356	593	501	442	386	501	327	363	2038	551	1317	772	607	354	322	1175	738	1830	603	472	313	350	1609	1059	1192	918	683	402	366	1241	647	602	655	533	378	338	739	633	618	581	556	271	316	660	449	426	502	402	255	221	533	530	490	486	400	199	190	386	352	365	366	377	205	210	373	353	374	437	434	510	255	399	378	307	328	392	213	197	361	329	325	338	299	196	185	377	390	361	276	214	165	171	377	390	361	276	214	165	







月別

				4"月"		5"月"		6"月"		7"月"		8"月"		9"月"		10"月"		11"月"		12"月"		1"月"		2"月"		3"月"		4"月"

		総アクセス数 ソウ スウ		12,491		23,494		12,079		9,620		7,558		5,175

		　評価数 ヒョウカ スウ		2,643		3,298		2,006		1,636		2,223		1,712

		ウェブ合計 ゴウケイ		1,442,463		3,933,073		2,975,162		2,658,333		3,120,827		2,666,234		0		0		0		0		0		0		0

		　CC		15,932		54,591		22,882		18,971		39,533		18,963

		　トップ		804,840		1,727,593		1,094,572		1,034,796		1,262,373		1,093,913

		　交通 コウツウ		131,122		977,968		1,206,605		1,180,252		1,164,419		1,127,951

		　暮らし ク		66,264		88,957		71,394		62,096		73,455		64,738

		　都筑 ツヅキ		23,793		49,852		29,817		21,039		33,613		21,039

		　鶴見 ツルミ		26,678		65,021		41,178		24,913		39,328		24,913

		　戸塚 トツカ		31,328		89,024		46,549		24,850		45,668		24,850

		　瀬谷 セヤ		15,868		39,754		21,843		15,106		21,163		15,106

		　栄 サカエ		17,362		48,851		22,577		14,748		23,152		14,748

		　西 ニシ		14,571		48,851		18,573		12,911		18,708		12,911

		　中 ナカ		18,711		33,217		22,677		16,321		24,700		16,321

		　南 ミナミ		19,774		45,860		25,857		17,998		27,398		17,998

		　緑 ミドリ		20,865		49,898		28,058		18,872		29,462		18,872

		　港南 コウナン		23,400		66,307		28,058		17,800		29,045		17,800

		　港北 コウホク		36,647		88,716		48,416		28,999		51,477		28,999

		　金沢 カナザワ		25,598		73,961		34,979		20,285		32,749		20,285

		　神奈川 カナガワ		26,255		53,842		31,543		22,071		31,980		22,071

		　泉 イズミ		17,119		48,492		31,543		16,218		30,645		16,218

		　磯子 イソゴ		17,409		43,953		22,601		16,655		23,152		15,106

		　保土ケ谷 ホドガヤ		20,762		48,318		25,878		18,963		27,080		18,963

		　旭 アサヒ		28,085		80,665		39,449		22,965		29,045		22,965

		　青葉 アオバ		40,080		109,382		60,113		31,504		62,682		31,504

		評価率 ヒョウカ リツ		21.2%		14.0%		16.6%		17.0%		29.4%		33.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

		利用率 リヨウリツ		0.9%		0.6%		0.4%		0.4%		0.2%		0.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!





		列1		4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月

		アクセス数 スウ		12,491		23,494		12,079		9,620		7,558		5,175		5,176





総アクセス数	44287	44317	44348	44378	44409	44440	44470	44501	44531	44562	44593	44621	44652	12491	23494	12079	9620	7558	5175	　評価数	44287	44317	44348	44378	44409	44440	44470	44501	44531	44562	44593	44621	44652	2643	3298	2006	1636	2223	1712	







ＡＩチャットボット対応件数



アクセス数	

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	12491	23494	12079	9620	7558	5175	5176	
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A 


B 


C 
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4月�


5月�


6月�


総アクセス数


12,491


23,494


12,079


　評価数


2,643


3,298


2,006


ウェブ合計


1,442,463


3,933,073


2,975,162


　CC


15,932


54,591


22,882


　トップ


804,840


1,727,593


1,094,572


　交通


131,122


977,968


1,206,605


　暮らし


66,264


88,957


71,394


　都筑


23,793


49,852


29,817




２ 新たなツールの活用状況 （１）AIチャットボットの導入

◆利用方法
下記ウェブサイトの左下に配置されたバナーより利用可能
・市ウェブサイトトップページ
・各区役所トップページ
・交通局トップページ ※令和３年11月17日現在

①画面左下のバナーを
タップ

②「チャットをはじめる」
を選択

5



２ 新たなツールの活用状況 （１）AIチャットボットの導入

①シナリオ選択型（選択肢から選んでお問合せに回答します）

②キーワード検索型（入力された文章を基にＡＩが回答候補を提示します）

入力

◆使い方
使い方は
２通り！

Q&Aよくある質問集
又は本市ウェブサイト
から検索＆提示

6



問合せ内容を分析して、日々AIの学習作業や所管課への情報提供を
行うことで、回答精度の向上に取り組んでいます。

２ 新たなツールの活用状況 （１）AIチャットボットの導入

◆より多くの利用者の問合せに対応する工夫
キーワード検索型において、
まずは①Q&Aよくある質問集から候補を提示し、該当するものがなければ、
②市ウェブサイト全体から該当のページを検索し提示します。

①Ｑ＆Ａよくある質問集の候補 ②市ウェブサイトの候補

7



２ 新たなツールの活用状況 （２）LINEによる情報発信

◆導入時期
◆メリット

＜LINE使用イメージ＞

令和2年4月

日本国内でのユーザー数が8,000万人
を超える日本最大のコミュニケーショ
ンアプリであるLINEの活用で、既存の
広報媒体では情報をお届けできなかった
皆様にも、横浜市に関する情報をお届け
することができる

横浜市LINE公式アカウント

8



２ 新たなツールの活用状況 （２）LINEによる情報発信

0 200,000 400,000

9月
8月
7月
6月
5月
4月
3月
2月
1月

12月
11月
10月

9月
8月
7月
6月
5月
4月

◆横浜市LINE公式アカウントの利用者の属性

性別 割合
男性 33.7
女性 66.2
不明 0.1

男女別割合では、女性の利用者が６割超を占める

33.7

66.2
男性
女性
不明

年齢 男性 女性
0～14 0.2 0.2

15～19 0.5 0.7
20～29 5.4 7.6
30～39 7.8 14.6
40～49 8.7 21.2

50歳
以上 11 21.9

年代別では、男女合わせた30～40代が５割

0

5

10

15

20

25

30

35

0～14 15～19 20～29 30～39 40～49 50歳以上

男性 女性

友だち登録者数
436,019人

（令和３年10月10日現在）

＜友だち登録者数推移＞
--------------------------------------------令和２年

アカウント
開設

ワクチン接種
予約開始

広報よこはま
掲載

広報よこはま
掲載

--------------------------------------------令和３年
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２ 新たなツールの活用状況 （２）LINEによる情報発信

◆ワクチン接種情報やその他の市政情報を、
トーク画面を利用して情報メッセージを発信

カテゴリ 主な配信内容

コロナ 陽性患者の発生状況、各種支援策等

防犯 犯罪発生情報

観光・イ
ベント

区局主催のイベント情報、
週末のイベント情報

お知らせ 他のカテゴリに属さない情報

◆また、利用者のニーズに合わせ、

必要としている情報を選択して

受け取れる機能を搭載

＜トーク画面イメージ＞

＜配信カテゴリ選択画面＞

10



◆情報発信のほかにも、各種情報や便利なサービスへのメニューを用意
◆コロナ関連情報を集約したメニューから、 「陽性患者数発生状況」等の
情報のほか「ワクチン接種予約システム」も利用可能

◆また、タブを切り替えることで「粗大ごみの申込」や「道路の損傷通報」
「横浜市AIチャットボット」などの会話型で手続きが利用できる

メニュー切替

２ 新たなツールの活用状況 （２）LINEによる情報発信

11



２ 新たなツールの活用状況 （２）LINEによる情報発信

◆市民の方からのご意見

• LINE登録方法を教えてください

•情報配信サービスを利用したい・設定したい
使い方に関して

•コロナに関する情報の、受信設定を教えてほしい

•広報よこはまなど、区ごとの情報配信が欲しい
情報や機能に関して

•夜遅い時間の配信はやめてほしい

•ラインから送られてくるメッセージが多すぎる

メッセージの配信に
ついて

12



２ 新たなツールの活用状況 （３）広報紙アプリの活用

◆導入時期
令和３年５月号より導入（広報よこはま市版）

◆利用者数

◆ターゲット層
外国人市民、インターネット利用率の高い世代（20代～50代）

◆導入のメリット
・９言語に自動翻訳されるため、外国語を母国語とする市民にも情報を
届けることができる

・スマートフォンからいつでも手軽に、電子ブックの形式で閲覧して
もらうことができる

月数 ５月号 ６月号 ７月号 ８月号 ９月号
閲覧数 658 275 365 563 240

広報紙閲覧サービス「カタログポケット」

13



２ 新たなツールの活用状況 （３）広報紙アプリの活用

◆PCでの利用方法
https://www.catapoke.com/index.php にアクセスし、
「広報よこはま」と検索

14

https://www.catapoke.com/index.php


◆スマートフォンでの利用方法
各二次元コードを読み取り、
アプリをダウンロードしてください

２ 新たなツールの活用状況 （３）広報紙アプリの活用

【iPhoneの場合】 【androidの場合】

①アプリを起動して
メニューの「検索」を
タップ

③閲覧したい号の「広報よ
こはま」をタップすると
閲覧できます

②キーワードに
「広報よこはま」と入力し、
検索 15



２ 新たなツールの活用状況 （３）広報紙アプリの活用

英語 中国語（簡体字） ベトナム語

◆便利な機能
①多言語翻訳
日本語のほか、英語・中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、タイ語、
ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、ベトナム語の９言語
に自動翻訳が可能。また、読み上げも可能（ベトナム語を除く）

16



２ 新たなツールの活用状況 （３）広報紙アプリの活用

二次元コードをタップ
すると、ウェブページ
リンク先に自動で遷移
します 本文検索に「ごみ」と入力すると、「ご

み」に関して書かれた過去記事を検索可能

今後に向けて～市民の方からのご意見～
現在、市版と西区版のみ公開であるため、他の区版も公開してほしい

◆便利な機能
③資料検索②リンク機能

17



◆新たなツールの活用状況について、良いと思う点、
改善してほしいと感じた点は何か

◆市民の皆様が必要とする情報を、必要な人に届けるために
さらに工夫できることがあれば、御提案をお願いします。
（例）・他の自治体や企業などで実施している優良な広報事例

・新たなツールの導入についての効果的なPR方法

３ 議論していただきたいこと

18



議題２

新型コロナウイルス感染症に関する広報
令和３年４月１日～10月10日

令和３年11月17日

令和３年度第１回横浜市広報企画審議会

1



【紙媒体】広報よこはま 毎月発行、各世帯に配布

発行月 内容
４月 ワクチン供給状況、接種シミュレーション

新生活でのコロナ対策、コロナ不安と差別
５月 ワクチン集団接種会場、個別通知の発送

６月 医療機関での個別接種、接種会場に行く前・ワク
チン接種を受けた後の注意点

７月 ワクチン接種スケジュール
８月 ワクチン接種を受けた後の注意点、相談先
９月 大規模接種の風水害対応

ワクチンによる効果
１０月 新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問

今後のワクチン接種予約について

※毎号表紙に、「新型コロナウイルス感染症コールセンター」・
「ワクチン接種コールセンター」の案内を掲載

2



【紙媒体】ワクチンNEWSの発行 区役所等で配布

( ）内は発行日 内 容
第１号（3月31日） 個別通知（接種券）の送付、ワクチンQ＆A
第２号（4月27日） 個別通知（接種券）の送付開始

集団接種会場一覧

第３号（5月14日） 医療機関での個別接種開始・接種協力医療機関
名簿

第４号（5月27日） 高齢者を対象とした大規模接種予約案内・ワク
チン接種情報

第５号（7月9日） 64歳以下の優先接種の方のワクチン接種
予約案内・接種にあたっての注意点

第６号（8月6日） 64歳以下の方のワクチン接種の予約案内・ワク
チン接種証明書について

この他、広報紙を発行（タブロイド判４ページ、新聞折り込み）
・「新型コロナウイルスワクチン接種特別号（タウンニュース）」（５月13日発行）
・「広報よこはま特別号」（６月16日発行）

横浜市の新型コロナウイルスワクチン接種の最新情報をまとめたチラシ

3



【市ウェブサイト】（トップページからの導入）
ワクチン接種や新型コロナウイルス関連情報等、
状況に応じてトップページの画像を随時更新

↑ 緊急事態宣言下に掲載

↑ ワクチン接種について掲載
（ワクチン特設ページへリンク）

↑ 感染症対策について掲載

4



【市ウェブサイト】（特設ページの設置）

●新型コロナウイルス感染症に関する情報 ●新型コロナウイルスワクチン接種
新型コロナウイルス感染症に関する各種支援メ
ニュー、相談窓口、その他の情報等を掲載

新型コロナウィルスワクチンの接種予約、接種状
況等について掲載

5



【動画】市長メッセージ動画

※ 市ウェブサイト、You Tubeで配信。市広報テレビ・ラジオ番組でも一部を放送
※ 市ウェブサイトでは全文掲載、手話通訳ありの動画を配信

動画配信月 配信回数
４月 5回
５月 ―
６月 ３回
７月 １回
８月 １回
９月 ３回
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【動画】若者向け感染拡大防止対策

7

※ ７月から大学ポータルサイト、YouTubeチャンネル等で配信及び専用webページ展開
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kenko-iryo/yobosesshu/kansensho/coronavirus/miraiwotorimodosou-p.html

※ 小中学校などからも問い合わせがあり、昼休みの放映や、一部授業等でも使用されている。



【デジタル広告】ワクチン接種促進等

8

①－1 主に若い世代向けに制作した動画（15秒）【９月～】

①－２デジタルサイネージ 【９～10月】

みなとみらい駅横浜駅

② WEB(Googleディスプレイ)【７月】

①若い世代向けに動画を制作してデジタルサイネー
ジ（横浜駅、みなとみらい駅等）、Instagram等で接
種プロモーションを実施。

②基礎疾患のある方に向けてWEB(Google
ディスプレイ)で広報を実施。



【SNS等】
（１）LINE
ワクチン接種に関する情報や陽性患者状況等を随時発信

・友だち登録者数 43.6万人（令和３年10月10日時点）
・発信回数 360回（令和３年4月１日～10月10日）
（２）ツイッター
ワクチン接種に関する情報や陽性患者状況等を随時発信

・フォロワー数 16.3万人（令和３年10月10日時点）
・発信回数 406回（令和３年4月１日～10月10日）
（３）スマートニュース
ワクチン接種に関する情報等を発信

・チャンネル登録者数 6.0万人（令和3年10月10日時点）
・発信回数 10回（令和３年4月１日～10月10日）

↑ LINEでの配信内容 ↑ツイッターでの配信内容

↑ スマートニュースでの配信内容9



【ポスター】スポーツ選手やマンガとのコラボ

10

※ 8月から、大学・専門学校や公共交通機関・大規模商業施
設等に掲示。二次元コードから特設サイトへ誘導



【広報テレビ・ラジオ番組等】
●ｔｖｋ「ハマナビ」
トピックス枠・インフォメーション枠で感染予防啓発・ワクチン接種関連情報を周知

● FMヨコハマ「YOKOHAMA My Choice!」
10月3日に市長が出演し、コロナ対策について放送。その他、各回のエンディング

コーナー等で感染予防啓発・ワクチン接種関連情報を周知
●RFラジオ日本「ホッと横浜」

9月23・24日に市長が出演し、コロナ対策について放送。その他、各回のエンディング
で感染予防啓発等を呼びかけ
●ニッポン放送「ようこそ横浜」、文化放送「横濱流儀（ハマスタイル）」
番組冒頭でパーソナリティから感染予防啓発を呼びかけ

●インターFM 「 PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT」
外国人向けに、隔週でワクチン接種関連情報を放送

●ケーブルテレビ（YOUテレビ、J:COM、iTSCOM、YCV）
ワクチンコールセンター案内、妊娠中の方のワクチン優先接種情報、若者の接種促進動画等の放送協力

●ｔｖｋデータ放送
新型コロナウイルス関連情報を掲載 11
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