
伊賀市くらしのガイドブック発行に係る掲載記事作成の協力について 

 

１ 協働発行事業について 

  市民の暮らしに役立つ情報の提供を目的として、市役所の窓口や手続等の行政情報と地域情報

を加えた市民向け情報誌「伊賀市くらしのガイドブック」を、伊賀市と民間事業者等が協働で発

行する事業 

 

２ 協働発行事業者について 

  株式会社サイネックス 代表取締役社長 村田吉優（大阪市中央区瓦屋町三丁目６番１３号） 

   

３ 協働発行事業者の選定の経緯について 

① 5 月 20 日、第１回伊賀市広告事業審査委員会において「伊賀市くらしのガイドブック協働発

行事業者募集に伴う募集要領等」について承認された。   

② 6 月 2 日から 6 月 15 日まで、伊賀市のホームページにおいて、協働発行事業者の募集を行

った結果、株式会社サイネックスの１者から参加申込があった。 

③ ６月１７日、伊賀市くらしのガイドブック協働発行事業者選考委員会において候補者として選

定されたので、市として協働事業者として決定した。 

 

４ 役割分担について 

  伊賀市：くらしのガイドブックの製作に必要な行政情報、地域情報等を提供する。 

  協働発行事業者：くらしのガイドブックの編集、印刷・製本及び全戸配布、広告の募集（募集

した広告については、市で審査する。） 

 

５ 発行経費について 

  企画・編集・印刷・製本及び全戸配布に係る費用は、協働発行事業者が全額負担するものとし、

市は発行費用を一切負担しない。協働発行事業者は、くらしのガイドブックに広告を掲載し、広

告収入を発行費用に充てる。 

 

６ 発行スケジュール(予定) について 

  調印式 ７月７日（火）１６：００～１６：３０ ハイトピア５階会議室 

（１） 製作・編集  平成 27 年７月～11 月 

 （２）広告募集  平成 27 年８月～９月 

 （３）印刷製本・発行  平成 27 年 1２月 

 （４）全戸配布   平成 2８年１月 

 

７ ガイドブックの仕様、構成案、掲載記事案 

  資料２のとおり 

 

 

 

 

 

 

資料１ 



株式会社サイネックス くらしのガイドブック発行実績（三重県内） 

 

三重県 ２１団体 （平成２７年５月末現在） 

 

   自治体名       発行年月      

三重県紀宝町  平成２７年５月 

三重県玉城町  平成２７年４月 

三重県川越町    平成２７年３月 

三重県松阪市②   平成２７年１月 

三重県亀山市    平成２７年１月 

三重県尾鷲市    平成２６年１１月 

三重県四日市市   平成２６年１０月 

三重県朝日町    平成２６年１０月 

三重県大台町    平成２６年１０月 

三重県津市③    平成２６年９月 

三重県明和町    平成２６年８月 

三重県鈴鹿市②   平成２６年７月 

三重県志摩市②   平成２６年６月 

三重県鳥羽市②   平成２６年２月 

三重県南伊勢町   平成２５年１２月 

三重県熊野市    平成２５年７月 

三重県伊勢市②   平成２５年３月 

三重県桑名市②   平成２４年１０月 

三重県東員町    平成２２年９月 

三重県いなべ市   平成２１年１２月 

三重県名張市    平成２１年１０月 

 

 ※自治体名の語尾に記載している囲み数字は、改訂版数を示しています。 

 ※各治体により協働事業の名称に違いがあります。（例例えば市民便利帳など） 

 



◆

【階段式インデックスタグの役割】

表紙右側に「階段式インデックスタグ」を設け、検索性を
高めます。項目名やページ番号にユニバーサルデザイン
への配慮となるピクトグラムも併記しました。
カラータグは本文ページの背景色に連動し直感的な検索も
可能としました。
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■ 主な仕様（a ・ bを含む）

●特集：安全・安心のまちづくり（6ページ程度）
 防災、安全、救急についての特集記事
●行政情報（75～85ページ程度）

 届出・証明

 健康・医療 / 介護

 成人・就職

 結婚・離婚

 妊娠・出産 / 育児・保育 

 引越し

 暮らしと環境

 各種相談

●生活情報（30ページ程度）
 医療ガイド・生活ガイド　等
 病院医院マップ（広告付）・医師会・歯科医院マップ（広告付）・
 歯科医師会・薬局薬店マップ（広告付）・薬剤師会・
 三師会定型広告・商工会議所・商工会定型広告
 冠婚葬祭・リフォーム・その他

●奥　付

●表紙３ 広告

●表紙４ 広告

●表紙
●表紙２ 1ページ広告
●P1～2 １ページ広告
●P3 市長挨拶
●P4～5 ＩＮＤＥＸ
●P6～7 ライフサイクルＩＮＤＥＸ
●P8～9 自治体プロフィール

●地域情報（20ページ程度）

 「まちづくりについて」
 ・施策や取り組みなどまちづくりについての紹介

 「歴史・文化・芸能」
 ・ゆかりの人物、史跡・文化財などの紹介

 「まちのみどころ」
 ・観光スポットや名所などの紹介

 「歳時記」
 ・四季を通して行われる祭りの紹介
 ・１年を通して開催されるイベントの紹介

 「特産品・伝統工芸」
 ・郷土を表す食品、物産などの紹介

■ 冊子全体の構成案 ■ c) 掲載記事案

■ はじめに　～官民協働事業についての考え方～

制作コンセプト

「芭蕉と忍者のふるさと 伊賀市」と
題し、忍者をキービジュアルとして
全体的に明るく楽しいまちをアピー
ルします。
芭蕉の肖像画や伊賀くみひも、伊賀
焼の画像と、上野城や里の風景写
真と合わせて配置し歴史や伝統文
化のみでなく、自然にも恵まれたま
ちであることも表現します

A4版（297×210ｍｍ）◆ 規　　格
◆ 刷 り 色
◆ 製　　本

A4版（天地×左右＝297×210ｍｍ）

表　　紙：4ページ
本　　文：140～150ページ

◆ ページ数

表　　紙：アートボードＫ判（12.0kg程度）

本　　文：再生紙
◆ 紙　　質

写植文字：モリサワユニバーサルデザインフォント

級　　数：13級～14級程度（9pt～10pt）

字　　詰：見やすさを考慮し割付を行う

◆ 組　　版

全ページ4色刷(CMYK)、ベジタブルオイルインクを使用

無線綴じ

※別途添付しております原寸デザイン案もご参照下さい。 ※別途添付しております原寸デザイン案もご参照下さい。

製品・サービス
情報の発信

企業情報

住　民

公共サービスの提供

行政情報

地域情報

地域を結ぶ
コミュニティメディア
地域を結ぶ

コミュニティメディア

ブランド価値の向上

事業者（広告主）

財政負担不要

地方自治体

■ 当社セールスポイント

信頼と安全の実施体制

最新の印刷機器を備える自社印刷工場を有し、年間
1,500万冊を超える情報誌を製作。印刷・製本

Web 自社サイトの運営はもとより、顧客数10万社を超える
Web構築のプロフェッショナル。

信頼･安全 ジャスダック上場企業としての社会的責任を基として
企業経営の要である信頼性・安全性を確保。

情報管理個人情報、企業情報をはじめとするあらゆる機密情報を適切かつ包括的にマネジメント。

管理・調整内部統制の拡充で管理体制と関連部門との調整は綿密かつ正確に実施。

事業展開PPPを基本理念として、全国の市町村と事業展開地域行政と連携を確立。

配　布独創の配布チャンネルを全国各地で確立。年間1,500万冊を超える、各戸への配布を実現。

編　集様々な情報誌を数多く創出した実績の編集力で自治体・事業者の満足度を徹底追求。

広告販売全国50拠点・500名を越えるの営業スタッフにより、地域に密着し、各事業者に提案営業を展開。

企　画市町村別電話帳、市民便利帳、子育て便利帳や各種フリーペーパーを創出した卓越する企画力。

ワンストップ・システム

最新の機器・設備を備える自社印刷工場を有し、
年間1,500万冊を超える情報誌を製作。印刷・製本

Web 自社サイトの運営はもとより、顧客数10万社を超える
Web構築のプロフェッショナル。

情報管理 個人情報、企業情報をはじめとするあらゆる機密情報を
適切かつ包括的にマネジメント。

管理・調整 内部統制の拡充で管理体制と関連部門との調整は綿密
かつ正確に実施。

事業展開 PPPを基本理念として、全国の市町村と事業展開
地域行政と連携を確立。

配　布 独創の配布チャンネルを全国各地で確立。
年間1,500万冊を超える、各戸への配布を実現。

編　集 様々な情報誌を数多く創出した実績の編集力で
自治体・事業者の満足度を徹底追求。

広告販売 全国50拠点・500名を越える営業スタッフにより、
地域に密着し、各事業者に提案営業を展開。

企　画 市町村別電話帳、市民便利帳、子育てガイドブックや
各種フリーペーパーを創出した卓越する企画力。

表紙右側の階段式インデックスを
より大きく・見やすく配置しました。
また、今回は、ピクトグラムの横に
ページ番号を表記し、必要な情報
に辿り着くまでのスピードを格段
に高めました。

ＰＯＩＮＴ 1

住民の利便性と安全の確保を図
るため、「防災情報メール」の項目
を表紙に明記。緊急メール登録用
QRコードを配置し、多くの住民に
登録を促すレイアウトにしました。

ＰＯＩＮＴ 2

Check!

Check!

三重県伊賀市 御中

「伊賀市くらしのガイドブック」

平成27年６月15日

企画提案書

INDEX

■ はじめに　～官民協働事業について～

■ 地域行政情報誌としてのあり方

Chapter

1
(ア) 協働事業についての考え方 1~2p

Chapter

3
（ウ） 事業スケジュール 6p Chapter

4
（エ） ガイドブックの内容提案 7~18p
■ 主な仕様
■ 制作コンセプト
■ 冊子全体の構成案

■ 編集における考え方
■ 表紙デザインへの工夫
■ 掲載記事案

Chapter

2
（イ） 協働発行実施の体制 3~5p

Chapter （オ） 広告掲載予定数及び広告募集計画 19~20p

Chapter （キ） 当該事業と同様の事業実績 22~33p Chapter （ク） その他ＰＲ資料 34~36p
■ 広がるシティプロモーション
■ シティプロモーションの内容
■ 当社セールスポイント

Chapter （カ） 配布方法 21p

■ 業務体制

■ 企画・編集の体制と方法

■ 事業スケジュール

■ 広告募集の体制と方法

■ 広告審査の体制と方法

■ 広告掲載方法

■ 市民便利帳発行実績集計
■ 市民便利帳発行実績一覧
■ 特化型行政情報誌発行実績一覧

■ 配布の体制と方法

表紙デザイン案

地域情報デザイン案

　当社は、官民協働の理念に基づき、地方自治体と共に行政
情報誌の発行を始め、9 年目になります。
広告掲載の事業化による行政の財政負担を「ゼロ」とする情報
誌発行により「地方創生」実現を目指してきました。

『伊賀市くらしのガイドブック』は、
自治体と住民、事業者を結ぶ地域一体型コミュニティメディア
であり、情報量のみでなく、情報の鮮度・検索性など、より高い
利便性が求められています。

当社は、平成27年5月末日現在、全国558の自治体、
三重県内においては、１３市８町の自治体と協働で行政情報誌
を発行しています。
これら多くの自治体との協働発行で培ったノウハウを活かし、
見やすく、分かりやすく、使いやすい
『伊賀市くらしのガイドブック』を提案いたします。

ワンストップで提供する一貫体制が無駄を排除し、信頼と安心を生み出します。

「四季」で楽しむ徳島

歴史あふれる伊賀の名産品を、自
身の手で作ってみませんか？　と
読む者の興味をそそります。
単なる名産陳列とせず、体験記と
しての読みやすさと親しみやすさ
で紹介します。もちろん、市民の登
場で楽しく賑やかな雰囲気を演出
します。

・行政情報・防災情報　80～90ページ程度　　
・市の概要・地域情報　30ページ程度
・生活情報等　　　　　30ページ程度

【デザイン･レイアウトへの配慮項目】

文字一つひとつの構成要素を視認しやすい
視　認　性

誤読しにくく、他の文字との判別をつけやすい

判　読　性

シンプルさ、美しさ、整理、整合性を持つ

デザイン性

文字列としての単語・文章の読みやすさ

可　読　性

※ユニバーサルデザインとは※ユニバーサルデザインとは

あらゆる人へ正確な情報をお届けするために
ユニバーサルデザイン（※）を重視します。

本文は文字の大きさを13～14級で作成し、
ストレスフリーで読みやすい誌面を制作します。

◆

◆

行政情報誌に対する利用者の期待は、
活用シーンにあわせた検索性や利便性をもつこと
使い勝手のよい情報誌として工夫されていること
その2点にあると考えます。

■ 編集（デザイン・レイアウト）における考え方

「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害の有無などに
関わらず、できるだけ多くの人が利用可能なようにデザインすること。

■ 表紙デザインへの工夫

表紙のデザインにあたり、2つの役割を重要視します。2つの役割

手に取った瞬間から
使い方が容易にイメージできるだけでなく、
「いざ」「いつでも」「いま」に対応可能なように
情報を検索しやすい表紙デザインに仕上げます。

自治体が発行する行政情報誌として
親しみやすいビジュアルや色合いを用い、誰にでも
馴染みやすいデザインを目指します。

①

②

『行政情報誌』らしい印象・イメージをアピール

直感的に見せる『機能や内容』

※別途添付しております原寸デザイン案もご参照下さい。

利便性 読みやすさ
本文は2段組みに
することで、長文が
続く説明文も、読
みやすい長さに配
列されます。

記載情報を分かり
やすくする為に内
容ごとに大見出し
を表示します。
また、問合せ先情
報を掲載し利便性
を高めます。

区別性

連動性
記載情報の内容と
連動した地域事業
者の広告が掲載さ
れます。

行政情報デザイン案

検索性
各項目を色分け
し、見出しの文字
をより大きくするこ
とで、更に情報の
検索性を高めま
す。

Check!

テキスト情報にあわせ、図表やアイキャッチとなるイラストを用いて、分かりやすく使いやすいデザインにします。 区分したエリア地図に、公共施設や避難所などをプロットした施設ＭＡＰを掲載します。

行政情報には背景
色を着色、広告掲
載欄の背景は無地
とし、行政情報と広
告の区別を一層明
確にします。

施設ＭＡＰに加えて、広域避難場所
や一時避難場所等、色分けされたア
イコンで分かりやすく表記します。
「いざというとき」、住民が最大限に
活用できるMAP情報となるべく工
夫を施します。

施設ＭＡＰ（兼 避難所ＭＡＰ）

※記事内容は他市で掲載したものです。

地図情報デザイン案

住民にとって必要不可欠な「いざというときに知っておきたい防災情報」をイラスト
と解説で分かりやすく掲載します。
日頃から様々な災害に対する備えを再確認して頂ける情報をお届けします。

「いざというときは」
休日・夜間の救急医療に関する情報を防災情報と併せて
掲載します。「いざ」というときに手軽に救急医療の関連
ＨＰへアクセスできるＱＲコードも配置します。

「休日･夜間診療情報」

※記事内容は他市で掲載したものです。 ※記事内容は他市で掲載したものです。

防災情報デザイン案

Check!

「医療マップ・各種団体情報」
より身近な地域情報のひとつとして、医療関連事業所の情報を地図情報と
連動した広告掲載で分かりやすく紹介します。
各種団体の協力のもと、医療機関リストや店舗情報なども掲載可能です。

【例１：医療マップ】【特集：いざというときには】 【例2：事業所情報（定型広告）】

【各種団体情報】

医・歯科・
薬剤師会
商工会議所
商工会等

※協定締結後、改めてデザイン提案いたします。

生活情報デザイン案 Ａ

「住宅関連情報・冠婚葬祭関連情報」
住宅設備やリフォームに関わる情報や冠婚葬祭などの専門性に特化した情報
を掲載し、毎日の住民生活をサポートします。
住民のニーズに応える情報提供とともに地域社会の活性化を推進します。

※協定締結後、改めてデザイン提案いたします。

生活情報デザイン案 B

■ 広告募集の体制と方法

方　法
地域団体（商工会議所・医師会・歯科医師会等）の協力を
受け、各会員への事前周知を行います。

広告募集は、掲載内容に関連する事業者へ向けての
提案型営業とします。

媒体説明用パンフレットを用い、事業者に発行の趣旨を
十分ご理解いただいた上で広告掲載をお願いします。

自治体発行誌である旨を注視し適正な営業を行います。

◆

◆

◆

◆

体　制

◆ 予定期間…平成27年9月～10月

広告募集予定期間

◆ 掲載予定数…180～200件

広告掲載予定数

◆　司法・法律相談等法曹関連
◆　教育関連
◆　医療・福祉・介護関連　
◆　住宅設備・リフォーム等住宅関連
◆　飲食関連
◆　冠婚葬祭関連　
　　　　　　　          …等々

担当支店…中部・北陸営業部　三重支店

広告募集体制は、当該エリアを区分し、各地域ごとに営業
スタッフを配置する、地域担当制によって行います。

◆

◆

営業スタッフは訪問記録等情報を共有しながら、
重複訪問や提案漏れを未然に防ぎます。
（デジタルデバイスを活用します）

※

広告掲載予定業種

広告募集
現場責任者

広告募集
統括責任者

広告募集
スタッフ
（６名）

■ 配布の体制と方法

体　制
◆ 予定期間…発刊後約2～3週間（午前9：00～午後5：00）
配布予定期間

特筆すべき事項

配布体制は、各地域ごとにリーダーとスタッフで構成する
配布チームを配備します。
この体制は、未配布や乱丁・落丁などの問題発生時にも、
正確で迅速な対応が可能です。

◆

配布方法は、配布スタッフによるポスト投函です。
チームごとの配布状況等の情報を共有しながら、　配布漏れ
や重複配布を未然に防ぎます。

ポストが見当たらない場合は、住民に直接手渡しします。

マンション等集合住宅は、付帯の集合ポストに投函します。
ポストの場所が不明な場合、管理人に確認して配布します。

◆

◆

◆

◆方　法

条件合意により、シルバー人材センターを活用する事も可能です。

雨天時は、濡れない様にビニール袋に入れて配布します。

万が一、未配布及び乱丁・落丁などが発覚した場合は、問題
内容を「問合せシート」にまとめ、自治体担当者と連絡を取
りながら適時対応します。
未配布に関する問合せの場合、当日もしくは遅くとも翌日
には配布します。

配布完了後も、万一の問題発生に備え、約一ケ月の間は
配布体制を存続し、同様に対応します。

◆

◆

※

配布リーダー
配本業務
統括責任者

配布スタッフ
（７名）

■ 広がるシティプロモーション

“電子書籍化”

“地域経済活性”“地域魅力発信”

『伊賀市くらしのガイドブック』の発行に併せて、 様々な 「シティプロモーション」 を提案します。

『CityDO!』『CityDO!』

『デジタルわが街事典』『デジタルわが街事典』

『わが街とくさんネット』『わが街とくさんネット』

“歳入増加”

『ふるさと寄付金制度支援事業』『ふるさと寄付金制度支援事業』

■ シティープロモーションの内容

各自治体の政策・施策に応じた シティプロモーション を展開し、「地方創生」を目指します。

“歳入増加”

「ふるさと寄附金制度」の活用で、自主財源の確保と
シティプロモーションや地域事業者の販路拡大など、
より大きな効果が得られるよう制度に係る全ての業
務を代行し自治体へ最大限の効果をもたらします。

『ふるさと寄付金制度支援事業』

“地域魅力発信”

多様なシティセールスをコンテンツ化し、効果的な
プロモーションを行う地域貢献型WEBメディア
『CityDO!』に特集頁を開設。定住促進コンテンツや
観光情報など地域に根ざした情報を拡散します。

『CityDO!』

“電子書籍化”

デジタル社会に対応し、ＷＥＢ環境でも行政情報が
閲覧できるよう電子書籍も同時発行します。
利用者にとって「いつでもどこでも」情報誌をご覧い
ただける環境作りを推進します。

『デジタルわが街事典』

“地域経済活性”

特産品販売サイト『わが街とくさんネット』により地域
ブランドのプロモーションを行いながら、地域の特産
品・名産品を販売し、地域経済の活性化に繋げます。
官民協働で新たな地域ブランドの構築を図ります。

『わが街とくさんネット』

『ふるさと寄付金制度支援事業』

『CityDO!』

『デジタルわが街事典』

『わが街とくさんネット』

■ 制作コンセプト

楽しむ・知る

使って便利
情報活用する

使って便利、見て楽しく読んで知識を深める

　

● まちの概要、庁舎案内図や組織図
● 歴史・沿革・文化の情報
● まち独自の取り組み、記念・節目の情報 
● レジャー情報、イベントの情報、歳時記
● 特産品・民芸品の情報
● 交通機関の情報 …など 

地域情報 ： 様々な角度からまちを再発見

● 行政情報：各種制度や手続き等の行政サービスの情報を掲載
● 特集：「安全・安心のまちづくり」● 特集：「安全・安心のまちづくり」

● 生活情報：住宅関連情報や冠婚葬祭情報など

行政情報 ： 行政サービスの情報を便利に活用

生活情報 ： 広告とともに情報活用

● 医療機関情報：事業所の情報をMAP等とともに掲載

見て楽しい、
読んで知識を深める
見て楽しく
読んで知識を深める

媒体コンセプト媒体コンセプト

■ 企画・編集の体制と方法

体　制

専任
ディレクター制作責任者

編集スタッフ
デザイナー
（5名）

企画・編集の体制は、専任ディレクターと編集スタッフ
及びデザイナーで構成されます。

◆

◆ 協定締結後、全体構成案を提示したのち、編集内容及び
デザイン・レイアウトについての打合せを行います。

◆ 画像情報は、使用画像の調整を行い、イメージビジュア
ルを提案します。文字情報は、提供されたテキストデータ
を基に編集作業を行います。

◆ 校正作業は、最終稿まで3回とし、出力カンプ及びPDF
データを提出します。
印刷直前の念校で最終確認を行い、全校了となります。

◆ 当社推奨のする電子校正システムにより、リアルタイムの
校正が可能になり、作業時間の大幅な短縮を図ります。

専任ディレクターは、各自治体の担当窓口として、制作
開始から発行までの企画・制作業務全般に携わります。

※

■ 広告審査の体制と方法 ■ 広告掲載方法

体　制 広告掲載方法

当社常設の審査機関である【広告審査課】は、約20名で
構成され、常時多数の広告を審査しています。

◆

方　法
広告審査の方法は、掲載する広告の業種・内容などを当社
広告掲載基準に照し合わせ審査を行うのはもとより、
「伊賀市広告掲載要綱」及び「伊賀市広告掲載基準」
に基づいても厳重に審査を行います。
医療関連広告は、当該エリアを管轄する保健所の審査が
必要となります。

※

掲載する広告は、全て、写真や画像、ロゴ等の視覚的要素
を重視するディスプレイ広告となります。
行政情報誌の格式と品格を保つため、冊子全体に占める
広告の割合は面積比30％以下とし、過度に広告が目立つ
ことを防ぎます。

◆

掲載サイズ

JAROが主催する講演会やセミナーなどへ積極的に参加し、
より厳格な審査基準を構築しています。

当社は日本広告審査機構（JARO）に加入しています。

表紙周り
中面1頁 中面1/2

医療マップ

記事下2/3

記事下1/1

記事下･記事横1/3 記事横1/1

記事横2/3

■ 事業スケジュール
両者作業

準
備
期
間

編
集
・
校
正

営
業

発
行

発行協定締結
発行告知（HP/広報）
行政記事提供
行政・企画ページ制作
各種団体へ周知
見本誌・ツール作成

1稿記事提示
1稿校正・修正指示
１稿修正
2稿記事提示
2稿校正・修正指示
２稿修正
最終稿提示
最終校正
最終訂正・念校
校了

広告営業
広告審査（随時）

印刷・製本
発刊・納入
一般家庭配布

7月
5 1015 2025 末

8月
5 1015 2025 末

9月
5 1015 2025 末

10月
5 1015 2025 末

11月
5 1015 2025 末

12月
5 1015 2025 末

平28年１月
5 1015 2025 末SCHEDULE

自治体作業 当社作業 両者作業自治体作業 当社作業

【例2：冠婚葬祭情報】

【各種生活情報】

住宅情報
冠婚葬祭
愛車健康法
その他

【例１：リフォーム情報】

広告募集責任者
各種団体・大手企業等への発行周知・協力要請

問合わせシートに
基づき調査・再配布

未配布対応

全戸配布手配

配　布

転入者分を
指定ヶ所へ納品

納　品

自社印刷工場
での印刷・製本

印刷・製本

掲載基準の相互相違等
掲載事前チェック

当社広告審査課
での広告審査

地域情報・行政情報の
企画・編集・デザイン

編集スタッフ
デザイナー

専任
ディレクター

全体進捗管理及び
自治体担当者との折衝

広告募集スタッフA～Z
当該エリアを区分し、各地域ごとに営業スタッフを配置

実施体制

業務進行概要

企画 ・ 編集

角一　成常

専任ディレクター

企画・編集担当：5名

広告募集

井上　浩一

奥出　光司

広告募集担当：６名

印刷・製本

谷口　正幸

印刷・製本担当：20名

納品・配布

※当社子会社※自社印刷工場

能登　知己

配布担当：7名

◆ 編集～配布まで

制作
責任者

◆ 広告募集

広告募集統括責任者

吹ノ戸　忠
総括責任者

三重県製作本部 サイネックス・ネットワーク

全体責任

■ 業務体制

業務担当

かくいち　  なりとき

ふきのと　　ただし

たにぐち　 まさゆき

おくで　    みつじ

いのうえ　 こういち

※各担当業務ごとに責任者を配置し、問合せや苦情等へ対応します。
※注.1： 配本事業課は、当社子会社「サイネックスネットワーク」内部署となります。

業務全般総括管理

企画・編集進捗管理

広告募集全体管理

広告募集現場管理

印刷・製本進捗管理

納品・配布業務進捗管理

官民協働事業推進室 室長

官民協働事業推進室 次長

中部・北陸営業部 部長代行次長

中部・北陸営業部 三重支店 支店長

生産企画部 次長

配本事業課 課長代行 （注.1）

所属部署・役職 担当業務

大阪市中央区 (☎06-6766-3346)

大阪市中央区 (☎06-6766-3346)

三重県松阪市 (☎0598-23-9220)

三重県松阪市 (☎0598-23-9220)

三重県松阪市 (☎0598-26-1521)

大阪市天王寺区 (☎06-6191-0061)

連絡先

のと　　　 ともみ

吹ノ戸　忠

角一　成常

井上　浩一

奥出　光司

谷口　正幸

能登　知己

業務毎責任者名

■ 地域行政情報誌（媒体）としてのあり方

『伊賀市くらしのガイドブック』は、伊賀市が発信する行政情報誌

世情を反映した構成を意識して、

住民がいま一番関心のある情報を、

『伊賀市くらしのガイドブック』に期待するものを、

そして緊急性の高いものを

『伊賀市くらしのガイドブック』は、行政情報並びに暮らしに関する事業
や施策などを紹介する冊子として必要な情報を、見やすく・分かりやす
く掲載する事が必須であると考えています。
また、転入者へ手渡す場合も、行政が発行する行政情報誌である旨が
明らかに分かることが必要であると考えます。

※

　住民サービスを発信する行政情報誌には、住民にとって

「いつでも」・「いざというときに」・「いま」必要な情報が

求められています。

　よって、使いやすさを重視した利便性の高い行政情報誌

を提案いたします。また、自治体から住民へ発信するワン

ウェイの情報提供媒体にとどまらず、住民の多様なニーズ

に応えるコミュニケーションツールを目指します。

　必要不可欠な情報を発信し、自治体の想いやビジョンを

住民に伝える貴重なメディアとして、利便性に富んだ、親し

みやすい『伊賀市くらしのガイドブック』を制作致します。

発 行 実 績 都道府県別発行自治体数

規模別発行自治体数

北海道 11

青森県 10

岩手県 7

宮城県 15

秋田県 6

山形県 7

福島県 4

茨城県 29

栃木県 19

群馬県 6

埼玉県 30

千葉県 34

東京都 32

神奈川県 12

新潟県 9

富山県 2

岡山県 14

広島県 11

山口県 8

徳島県 11

香川県 2

愛媛県 1

高知県 1

福岡県 30

佐賀県 10

長崎県 4

熊本県 8

大分県 9

宮崎県 8

鹿児島県 11

沖縄県 6

政令指定都市 14

中核市 28

特別区・特例市 30

一般市 366

町・村 120

発行自治体数 558

改訂版数 251

発行版数 809

■ 市民便利帳発行実績集計

石川県 8

福井県 6

山梨県 7

長野県 12

岐阜県 7

静岡県 12

愛知県 14

三重県 21

滋賀県 9

京都府 10

大阪府 36

兵庫県 19

奈良県 13

和歌山県 4

鳥取県 7

島根県 6

三重県 2１

46,000部（転入者分及び広告クライアント分を含む） ◆ 発行部数

北海道札幌市⑥ 平成27年 03月

北海道恵庭市 平成26年 11月

北海道八雲町 平成26年 10月

北海道旭川市② 平成26年 09月

北海道根室市 平成26年 01月

北海道北見市 平成25年 07月

北海道室蘭市② 平成24年 09月

北海道千歳市 平成24年 08月

北海道滝川市 平成24年 06月

北海道石狩市 平成24年 06月

北海道江別市 平成23年 11月

青森県弘前市② 平成27年 01月

青森県十和田市 平成26年 12月

青森県青森市② 平成26年 06月

青森県むつ市② 平成26年 05月

青森県三沢市 平成26年 03月

青森県平川市 平成25年 10月

青森県五所川原市② 平成24年 11月

青森県黒石市 平成24年 02月

青森県八戸市 平成23年 07月

青森県つがる市 平成22年 03月

岩手県盛岡市③ 平成26年 06月

岩手県北上市 平成26年 01月

岩手県奥州市 平成25年 03月

岩手県八幡平市 平成22年 12月

岩手県一関市 平成22年 07月

岩手県釜石市 平成22年 01月

岩手県花巻市 平成21年 05月

宮城県大和町 平成2７年 04月

宮城県蔵王町 平成2７年 04月

宮城県加美町 平成26年 07月

宮城県加美町 平成26年 07月

宮城県涌谷町 平成26年 06月

宮城県丸森町 平成26年 01月

宮城県名取市② 平成25年 10月

宮城県角田市② 平成25年 06月

宮城県柴田町 平成24年 03月

宮城県栗原市② 平成23年 09月

宮城県岩沼市 平成23年 02月

宮城県富谷町 平成22年 10月

宮城県大河原町 平成22年 03月

宮城県多賀城市 平成21年 08月

宮城県白石市 平成21年 04月

宮城県利府町 平成21年 01月

秋田県横手市 平成24年 03月

秋田県秋田市 平成23年 08月

秋田県仙北市 平成23年 08月

秋田県湯沢市 平成23年 01月

秋田県由利本荘市 平成22年 07月

秋田県大館市 平成21年 07月

山形県白鷹町 平成26年 03月

山形県鶴岡市 平成24年 03月

山形県米沢市 平成23年 08月

山形県山形市② 平成22年 05月

山形県新庄市② 平成22年 04月

山形県寒河江市 平成21年 06月

山形県山辺町 平成20年 11月

福島県郡山市 平成23年 11月

福島県伊達市② 平成22年 07月

福島県本宮市 平成22年 07月

福島県桑折町 平成21年 12月

茨城県つくば市③ 平成27年 04月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。
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茨城県龍ケ崎市③ 平成27年 02月

茨城県ひたちなか市② 平成27年 02月

茨城県守谷市② 平成26年 10月

茨城県笠間市 平成26年 09月

茨城県土浦市④ 平成26年 07月

茨城県日立市 平成26年 06月

茨城県結城市 平成26年 02月

茨城県鹿嶋市② 平成26年 02月

茨城県稲敷市 平成26年 01月

茨城県つくばみらい市② 平成 25年 12月

茨城県大洗町 平成25年 12月

茨城県城里町② 平成25年 09月

茨城県常総市 平成25年 07月

茨城県水戸市⑥ 平成25年 04月

茨城県境町 平成25年 02月

茨城県阿見町② 平成25年 01月

茨城県取手市② 平成24年 11月

茨城県常陸太田市② 平成24年 07月

茨城県牛久市② 平成24年 07月

茨城県那珂市② 平成24年 06月

茨城県筑西市② 平成24年 06月

茨城県かすみがうら市 平成 23年 07月

茨城県桜川市 平成23年 07月

茨城県大子町 平成23年 02月

茨城県高萩市 平成22年 03月

茨城県北茨城市 平成21年 03月

茨城県神栖市 平成21年 02月

栃木県那須町② 平成27年 04月

栃木県矢板市③ 平成27年 03月

栃木県栃木市 平成27年 01月

栃木県日光市③ 平成26年 11月

栃木県宇都宮市② 平成26年 10月

栃木県下野市③ 平成26年 04月

栃木県小山市③ 平成26年 03月

栃木県さくら市② 平成26年 03月

栃木県那須塩原市② 平成26年 01月

栃木県上三川町② 平成25年 07月

栃木県鹿沼市② 平成24年 12月

栃木県壬生町② 平成24年 11月

栃木県佐野市 平成24年 07月

栃木県芳賀町 平成24年 04月

栃木県市貝町 平成24年 01月

栃木県足利市 平成23年 07月

栃木県塩谷町 平成23年 07月

栃木県那須烏山市 平成22年 07月

群馬県沼田市②　　 平成27年 03月

群馬県千代田町 平成27年 02月

群馬県太田市② 平成26年 10月

群馬県前橋市 平成25年 07月

群馬県東吾妻町 平成24年 05月

群馬県邑楽町 平成21年 06月

埼玉県三芳町② 平成27年 02月

埼玉県皆野町 平成27年 02月

埼玉県桶川市② 平成27年 01月

埼玉県富士見市 平成26年 03月

埼玉県飯能市② 平成26年 01月

埼玉県熊谷市② 平成25年 12月

埼玉県行田市② 平成25年 12月

埼玉県秩父市 平成25年 12月

埼玉県川島町 平成25年 08月

埼玉県さいたま市 平成25年 07月

埼玉県所沢市② 平成25年 07月

埼玉県北本市② 平成25年 03月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月
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東

埼玉県宮代町 平成25年 03月

埼玉県越谷市 平成25年 01月

埼玉県伊奈町 平成25年 01月

埼玉県寄居町 平成25年 01月

埼玉県上里町 平成24年 05月

埼玉県川口市 平成24年 03月

埼玉県羽生市 平成24年 03月

埼玉県松伏町② 平成23年 11月

埼玉県戸田市 平成23年 10月

埼玉県日高市 平成23年 09月

埼玉県滑川町 平成23年 06月

埼玉県嵐山町 平成23年 06月

埼玉県蓮田市 平成22年 09月

埼玉県狭山市 平成21年 12月

埼玉県鴻巣市 平成21年 09月

埼玉県東松山市 平成21年 08月

埼玉県春日部市 平成21年 05月

埼玉県上尾市 平成20年 10月

千葉県袖ケ浦市② 平成27年 03月

千葉県南房総市 平成27年 03月

千葉県九十九里町 平成27年 03月

千葉県館山市② 平成27年 02月

千葉県八街市② 平成27年 02月

千葉県銚子市② 平成27年 01月

千葉県山武市② 平成27年 01月

千葉県酒々井町 平成26年 11月

千葉県船橋市② 平成26年 08月

千葉県栄町② 平成26年 08月

千葉県木更津市③ 平成26年 07月

千葉県鋸南町 平成26年 07月

千葉県千葉市② 平成26年 06月

千葉県浦安市③ 平成26年 06月

千葉県香取市② 平成26年 06月

千葉県匝瑳市② 平成26年 03月

千葉県印西市② 平成25年 11月

千葉県松戸市② 平成25年 08月

千葉県我孫子市③ 平成25年 07月

千葉県大網白里市 平成25年 06月

千葉県茂原市 平成24年 11月

千葉県習志野市② 平成24年 11月

千葉県勝浦市② 平成24年 11月

千葉県富津市 平成24年 11月

千葉県柏市③ 平成24年 09月

千葉県御宿町 平成24年 06月

千葉県白井市 平成24年 05月

千葉県成田市 平成23年 12月

千葉県君津市② 平成23年 11月

千葉県鎌ケ谷市 平成23年 10月

千葉県横芝光町 平成23年 04月

千葉県四街道市 平成23年 03月

千葉県流山市 平成22年 06月

千葉県市原市 平成20年 05月

東京都東久留米市③ 平成27年 05月

東京都西東京市③ 平成27年 03月

東京都大島町 平成27年 03月

東京都青梅市④ 平成27年 01月

東京都日野市④ 平成27年 01月

東京都港区 平成26年 11月

東京都立川市③ 平成26年 09月

東京都狛江市③ 平成26年 09月

東京都東大和市② 平成26年 09月

東京都あきる野市② 平成26年 09月

東京都国分寺市③ 平成26年 08月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月
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東
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東

東京都武蔵村山市② 平成26年 06月

東京都八丈町 平成26年 06月

東京都文京区 平成26年 02月

東京都清瀬市③ 平成26年 02月

東京都昭島市② 平成26年 01月

東京都国立市③ 平成25年 12月

東京都三鷹市④ 平成25年 09月

東京都多摩市 平成25年 05月

東京都瑞穂町② 平成25年 02月

東京都羽村市 平成24年 09月

東京都調布市② 平成24年 08月

東京都稲城市② 平成24年 04月

東京都武蔵野市② 平成24年 02月

東京都福生市 平成23年 10月

東京都八王子市 平成23年 09月

東京都東村山市② 平成23年 09月

東京都北区 平成23年 07月

東京都足立区 平成22年 03月

東京都渋谷区 平成22年 02月

東京都目黒区 平成21年 10月

東京都千代田区 平成21年 04月

神奈川県座間市② 平成26年 10月

神奈川県鎌倉市③ 平成26年 09月

神奈川県厚木市③ 平成26年 07月

神奈川県横須賀市③ 平成26年 03月

神奈川県三浦市 平成26年 03月

神奈川県南足柄市 平成25年 11月

神奈川県愛川町 平成25年 08月

神奈川県伊勢原市② 平成25年 07月

神奈川県川崎市⑤ 平成25年 03月

神奈川県秦野市② 平成25年 02月

神奈川県大和市② 平成23年 10月

神奈川県藤沢市 平成23年 04月

新潟県魚沼市② 平成26年 10月

新潟県新潟市 平成26年 09月

新潟県南魚沼市② 平成26年 03月

新潟県十日町市 平成25年 09月

新潟県新発田市② 平成24年 05月

新潟県糸魚川市 平成24年 04月

新潟県村上市 平成23年 07月

新潟県五泉市 平成22年 11月

新潟県妙高市 平成22年 04月

富山県南砺市 平成26年 04月

富山県射水市 平成20年 07月

石川県宝達志水町 平成27年 01月

石川県内灘町 平成26年 12月

石川県加賀市② 平成26年 10月

石川県中能登町 平成25年 09月

石川県かほく市 平成24年 04月

石川県白山市 平成23年 12月

石川県小松市 平成22年 06月

石川県能美市 平成22年 06月

福井県永平寺町 平成25年 08月

福井県小浜市② 平成24年 09月

福井県あわら市② 平成24年 05月

福井県勝山市 平成23年 06月

福井県越前市 平成22年 10月

福井県坂井市 平成21年 12月

山梨県西桂町 平成27年 03月

山梨県都留市 平成26年 09月

山梨県市川三郷町 平成26年 08月

山梨県富士河口湖町 平成25年 02月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月
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山梨県南アルプス市 平成24年 08月

山梨県笛吹市 平成24年 05月

山梨県甲府市 平成22年 06月

長野県大町市 平成27年 01月

長野県諏訪市 平成26年 08月

長野県飯田市 平成26年 07月

長野県南箕輪村 平成26年 03月

長野県坂城町 平成26年 03月

長野県松川町 平成26年 02月

長野県木曽町 平成26年 01月

長野県辰野町 平成25年 12月

長野県伊那市 平成25年 07月

長野県須坂市 平成25年 03月

長野県茅野市 平成25年 02月

長野県小諸市 平成21年 05月

岐阜県恵那市 平成27年 05月

岐阜県関ケ原町 平成26年 10月

岐阜県八百津町 平成26年 10月

岐阜県安八町 平成26年 03月

岐阜県土岐市 平成26年 02月

岐阜県郡上市 平成26年 02月

岐阜県中津川市 平成25年 03月

静岡県下田市 平成27年 02月

静岡県御前崎市 平成26年 07月

静岡県御殿場市 平成26年 03月

静岡県浜松市 平成25年 11月

静岡県湖西市 平成25年 08月

静岡県菊川市② 平成25年 07月

静岡県富士宮市 平成24年 10月

静岡県伊豆市 平成24年 05月

静岡県牧之原市 平成23年 12月

静岡県三島市 平成23年 06月

静岡県磐田市 平成23年 05月

静岡県静岡市 平成20年 10月

愛知県清須市② 平成27年 05月

愛知県江南市② 平成26年 07月

愛知県北名古屋市 平成25年 06月

愛知県稲沢市② 平成25年 04月

愛知県大府市 平成25年 04月

愛知県大治町 平成25年 02月

愛知県豊田市 平成24年 12月

愛知県新城市 平成24年 07月

愛知県あま市 平成24年 05月

愛知県大口町 平成24年 02月

愛知県岩倉市 平成24年 01月

愛知県蟹江町 平成23年 07月

愛知県小牧市 平成22年 05月

愛知県西尾市 平成21年 02月

三重県紀宝町 平成27年 0５月

三重県玉城町 平成27年 04月

三重県川越町 平成27年 03月

三重県松阪市② 平成27年 01月

三重県亀山市 平成27年 01月

三重県尾鷲市 平成26年 11月

三重県四日市市 平成26年 10月

三重県朝日町 平成26年 10月

三重県大台町 平成26年 10月

三重県津市③ 平成26年 09月

三重県明和町 平成26年 08月

三重県鈴鹿市② 平成26年 07月

三重県志摩市② 平成26年 06月

三重県鳥羽市② 平成26年 02月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月
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三重県南伊勢町 平成25年 12月

三重県熊野市 平成25年 07月

三重県伊勢市② 平成25年 03月

三重県桑名市② 平成24年 10月

三重県東員町 平成22年 09月

三重県いなべ市 平成21年 12月

三重県名張市 平成21年 10月

滋賀県長浜市 平成2７ 年 05月

滋賀県彦根市② 平成26年 11月

滋賀県近江八幡市 平成26年 03月

滋賀県守山市② 平成25年 04月

滋賀県大津市② 平成24年 12月

滋賀県湖南市 平成24年 06月

滋賀県東近江市② 平成24年 05月

滋賀県愛荘町 平成23年 12月

滋賀県甲賀市 平成23年 05月

京都府京都市 平成27年 03月

京都府長岡京市② 平成26年 05月

京都府八幡市② 平成25年 10月

京都府城陽市 平成25年 07月

京都府京田辺市② 平成25年 03月

京都府福知山市 平成24年 12月

京都府南丹市 平成23年 05月

京都府亀岡市 平成22年 06月

京都府木津川市 平成22年 05月

京都府向日市 平成21年 05月

大阪府大東市③ 平成27年 0５ 月

大阪府泉南市③ 平成27年 03月

大阪府富田林市③ 平成27年 01月

大阪府箕面市③ 平成27年 01月

大阪府島本町 平成26年 12月

大阪府忠岡町 平成26年 12月

大阪府枚方市② 平成26年 07月

大阪府摂津市 平成26年 07月

大阪府岸和田市④ 平成26年 05月

大阪府守口市② 平成26年 05月

大阪府柏原市② 平成26年 05月

大阪府八尾市② 平成26年 01月

大阪府熊取町② 平成26年 01月

大阪府大阪市② 平成25年 12月

大阪府泉大津市② 平成25年 12月

大阪府貝塚市② 平成25年 11月

大阪府門真市 平成25年 05月

大阪府泉佐野市② 平成25年 02月

大阪府東大阪市 平成25年 01月

大阪府豊能町② 平成24年 12月

大阪府藤井寺市② 平成24年 10月

大阪府岬町 平成24年 09月

大阪府高石市 平成24年 06月

大阪府池田市② 平成24年 04月

大阪府松原市② 平成24年 02月

大阪府和泉市② 平成24年 01月

大阪府阪南市② 平成24年 01月

大阪府豊中市 平成23年 07月

大阪府河内長野市 平成22年 11月

大阪府交野市 平成22年 05月

大阪府堺市 平成21年 02月

大阪府羽曳野市 平成21年 01月

大阪府茨木市 平成20年 10月

大阪府大阪狭山市 平成19年 11月

兵庫県猪名川町② 平成27年 03月

兵庫県上郡町 平成27年 03月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月

関 　

 　

 　

西

中 　

 　

 　

部

関 　

 　

 　

西

関 　

 　

 　

西

関 　

 　

 　

西

関 　

 　

 　

西

兵庫県佐用町 平成27年 03月

兵庫県明石市② 平成26年 12月

兵庫県丹波市② 平成26年 11月

兵庫県太子町 平成26年 08月

兵庫県西宮市② 平成26年 07月

兵庫県三田市 平成26年 06月

兵庫県加東市 平成26年 05月

兵庫県豊岡市③ 平成26年 03月

兵庫県播磨町 平成26年 01月

兵庫県川西市 平成25年 12月

兵庫県養父市② 平成25年 10月

兵庫県尼崎市 平成25年 07月

兵庫県宍粟市② 平成25年 01月

兵庫県宝塚市 平成24年 12月

兵庫県加古川市 平成24年 05月

兵庫県加西市 平成23年 07月

兵庫県相生市 平成21年 12月

奈良県王寺町 平成27年 05月

奈良県宇陀市② 平成27年 03月

奈良県広陵町 平成27年 03月

奈良県橿原市③ 平成26年 10月

奈良県天理市② 平成26年 09月

奈良県生駒市③ 平成26年 09月

奈良県大和郡山市② 平成25年 07月

奈良県斑鳩町 平成23年 04月

奈良県桜井市 平成22年 10月

奈良県大和高田市 平成22年 02月

奈良県奈良市 平成21年 11月

和歌山県和歌山市② 平成26年 05月

和歌山県湯浅町 平成25年 10月

和歌山県海南市 平成24年 05月

和歌山県新宮市 平成23年 05月

鳥取県湯梨浜町 平成26年 09月

鳥取県米子市② 平成26年 03月

鳥取県岩美町 平成26年 03月

鳥取県琴浦町 平成25年 11月

鳥取県境港市 平成25年 06月

鳥取県鳥取市② 平成24年 10月

鳥取県倉吉市 平成23年 06月

島根県江津市② 平成2７ 年 05 月

島根県安来市 平成26年 11月

島根県出雲市② 平成26年 10月

島根県益田市 平成26年 10月

島根県松江市 平成26年 06月

島根県浜田市 平成25年 02月

岡山県真庭市② 平成27年 03月

岡山県勝央町 平成27年 01月

岡山県笠岡市 平成26年 11月

岡山県津山市③ 平成26年 06月

岡山県備前市 平成26年 01月

岡山県岡山市 平成25年 07月

岡山県倉敷市 平成25年 03月

岡山県新見市 平成25年 03月

岡山県赤磐市 平成24年 08月

岡山県美作市 平成24年 05月

岡山県高梁市 平成23年 06月

岡山県玉野市 平成23年 05月

岡山県総社市 平成22年 03月

島根県廿日市市 平成2７ 年 05 月

広島県福山市② 平成26年 11月

広島県府中市 平成26年 10月

広島県広島市② 平成26年 03月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月

中 

国 

・ 

四 

国

中 

国 

・ 

四 

国

関 

　

東

関 

　

東

中 

　

部

共同発行自治体 発行年月

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

広島県尾道市 平成26年 03月

広島県神石高原町 平成26年 01月

広島県江田島市 平成25年 10月

広島県庄原市 平成24年 06月

広島県大竹市 平成23年 12月

広島県竹原市 平成22年 10月

山口県周南市② 平成26年 05月

山口県下関市③ 平成26年 03月

山口県防府市② 平成25年 07月

山口県美祢市 平成25年 06月

山口県山陽小野田市 平成24年 08月

山口県岩国市 平成23年 11月

山口県宇部市 平成23年 05月

山口県下松市 平成21年 10月

徳島県藍住町 平成27年 04月

徳島県板野町 平成27年 02月

徳島県鳴門市③ 平成27年 01月

徳島県阿波市 平成26年 12月

徳島県三好市② 平成26年 11月

徳島県北島町 平成26年 05月

徳島県小松島市 平成26年 01月

徳島県吉野川市② 平成25年 06月

徳島県美馬市 平成25年 06月

徳島県徳島市② 平成25年 01月

徳島県阿南市 平成23年 03月

香川県丸亀市② 平成27年 01月

香川県三豊市 平成25年 02月

愛媛県今治市 平成24年 07月 

高知県香南市 平成2７ 年 0５ 月

福岡県行橋市 平成2７ 年 0５ 月

福岡県北九州市 平成27年 03月

福岡県宗像市 平成27年 03月

福岡県粕屋町② 平成26年 12月

福岡県大木町 平成26年 11月

福岡県嘉麻市 平成26年 10月

福岡県飯塚市③ 平成26年 07月

福岡県筑紫野市② 平成26年 07月

福岡県宮若市② 平成26年 07月

福岡県香春町 平成26年 07月

福岡県大川市 平成26年 06月

福岡県朝倉市 平成26年 05月

中 

国 

・ 

四 

国

中 

国 

・ 

四 

国

共同発行自治体 発行年月

九 

州 

・ 

沖 

縄

福岡県糸田町 平成26年 03月

福岡県田川市② 平成26年 01月

福岡県大刀洗町 平成26年 01月

福岡県新宮町 平成25年 12月

福岡県中間市③ 平成25年 10月

福岡県みやま市 平成25年 08月

福岡県須恵町 平成25年 06月

福岡県豊前市 平成24年 11月

福岡県岡垣町 平成24年 09月

福岡県大野城市③ 平成24年 06月

福岡県筑後市 平成24年 04月

福岡県久留米市 平成24年 01月

福岡県志免町 平成23年 06月

福岡県那珂川町 平成22年 09月

福岡県直方市 平成22年 05月

福岡県太宰府市 平成20年 03月

佐賀県佐賀市 平成27年 03月

佐賀県神埼市② 平成26年 10月

佐賀県有田町 平成26年 10月

佐賀県基山町 平成26年 03月

佐賀県唐津市 平成26年 02月

共同発行自治体 発行年月

九 

州 

・ 

沖 

縄

佐賀県小城市 平成25年 06月

佐賀県多久市 平成24年 11月

佐賀県鹿島市 平成23年 10月

佐賀県伊万里市 平成22年 05月

佐賀県白石町 平成22年 01月

長崎県諫早市② 平成2７ 年 05月

長崎県長崎市③ 平成25年 12月

長崎県大村市 平成24年 02月

長崎県島原市 平成22年 10月

熊本県熊本市② 平成26年 11月

熊本県宇城市 平成26年 11月

熊本県上天草市 平成26年 07月

熊本県阿蘇市 平成26年 01月

熊本県宇土市 平成25年 10月

熊本県益城町 平成25年 10月

熊本県荒尾市② 平成25年 07月

熊本県天草市 平成23年 11月

大分県大分市② 平成26年 10月

大分県杵築市② 平成26年 03月

大分県臼杵市 平成25年 09月

大分県豊後高田市 平成25年 06月

共同発行自治体 発行年月

九
州
・
沖
縄

共同発行自治体 発行年月

九 

州 

・ 

沖 

縄

共同発行自治体 発行年月

九 

州 

・ 

沖 

縄

大分県宇佐市 平成24年 11月

大分県国東市 平成24年 05月

大分県日田市 平成23年 10月

大分県竹田市 平成23年 07月

大分県由布市 平成23年 04月

宮崎県都城市 平成27年 03月

宮崎県えびの市 平成26年 09月

宮崎県新富町 平成26年 06月

宮崎県串間市 平成26年 03月

宮崎県高鍋町② 平成25年 04月

宮崎県日南市 平成25年 01月

宮崎県門川町 平成23年 11月

鹿児島県霧島市② 平成26年 10月

鹿児島県伊佐市 平成26年 06月

鹿児島県さつま町 平成26年 06月

鹿児島県姶良市 平成25年 12月

鹿児島県南さつま市 平成25年 10月

鹿児島県南九州市 平成24年 04月

鹿児島県出水市 平成23年 11月

鹿児島県肝付町 平成23年 09月

鹿児島県いちき串木野市 平成 23年 08月

鹿児島県曽於市 平成23年 07月

鹿児島県志布志市 平成23年 07月

沖縄県南風原町 平成27年 02月

沖縄県宮古島市 平成26年 03月

沖縄県石垣市 平成26年 01月

沖縄県豊見城市 平成24年 03月

沖縄県うるま市 平成20年 07月

沖縄県那覇市 平成19年 12月

■ 特化型行政情報誌発行実績一覧

子育てガイド
共同発行自治体 発行年月

関 

　

東

北 

海 

道･

東 

北

関　
　
　
　

東

共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月

北海道石狩市② 平成25年 03月

宮城県多賀城市 平成24年 12月

宮城県栗原市 平成22年 06月

秋田県仙北市 平成25年 04月

秋田県由利本荘市 平成25年 01月

山形県置賜地区 平成27年 03月

 

茨城県石岡市 平成27年 03月

茨城県つくば市② 平成26年 11月

茨城県常陸太田市 平成26年 02月

茨城県笠間市 平成26年 02月

茨城県土浦市② 平成26年 02月

埼玉県飯能市　　　 平成27年 05月

埼玉県川越市　　　 平成27年 03月

埼玉県北本市 平成26年 1２ 月

埼玉県朝霞市 平成26年 11月

埼玉県加須市 平成26年 10月

埼玉県上尾市 平成26年 07月

埼玉県三郷市④ 平成26年 06月

埼玉県蕨市 平成26年 06月

埼玉県狭山市 平成25年 09月

千葉県佐倉市 平成26年 10月

千葉県柏市④ 平成26年 07月

千葉県八千代市 平成26年 04月

千葉県銚子市 平成25年 12月

千葉県富里市② 平成25年 10月

千葉県我孫子市② 平成25年 01月

千葉県成田市 平成23年 08月

千葉県香取市 平成23年 06月

千葉県山武市 平成23年 04月

東京都清瀬市 平成26年 10月

東京都豊島区 平成25年 06月

神奈川県葉山市② 平成27年 03月

神奈川県大和市② 平成27年 01月

神奈川県綾瀬市 平成27年 01月

神奈川県南足柄市 平成26年 11月

神奈川県茅ヶ崎市③ 平成26年 03月

神奈川県厚木市③ 平成25年 08月

神奈川県大磯町 平成25年 05月

神奈川県鎌倉市② 平成25年 03月

神奈川県葉山町 平成24年 12月

 

新潟県十日町市 平成25年 04月

新潟県小千谷市 平成25年 03月

新潟県魚沼市 平成24年 05月

長野県岡谷市 平成26年 06月

静岡県掛川市 平成27年 03月

愛知県津島市② 平成27年 04月

三重県桑名市② 平成25年 03月

大阪府茨木市 平成26年 09月

大阪府豊中市 平成26年 06月

兵庫県伊丹市 平成26年 01月

和歌山県橋本市② 平成25年 09月

 

宮崎県宮崎市 平成22年 08月

沖縄県うるま市② 平成26年 10月
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西

九
州
・
沖
縄

中 　

部

甲  

信  

越

関  

東
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部

関 　
　

西

九　

州
関　
　

東

共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月

ごみブック

東　

 

北

青森県階上町 平成20年 04月
青森県階上町② 平成24年 02月
岩手県久慈市 平成21年 03月
岩手県久慈市② 平成25年 07月

茨城県笠間市 平成26年 03月
茨城県高萩市 平成24年 02月
千葉県市川市 平成21年 04月
埼玉県羽生市   　 　平成27年 03月
神奈川県大和市   　 平成 22年 04月
神奈川県大和市②　 平成23年 04月
神奈川県大和市③ 平成25年 04月
神奈川県座間市 平成25年 10月

三重県いなべ市 平成21年 02月
三重県明和町 平成23年 02月
三重県明和町② 平成25年 07月

大阪府柏原市 平成23年 02月
兵庫県加西市 平成26年 01月
奈良県宇陀市 平成20年 02月
奈良県宇陀市② 平成23年 06月
奈良県斑鳩町 平成22年 08月
島根県大田市 平成21年 02月
島根県大田市② 平成23年 03月

徳島県鳴門市 平成20年 08月
徳島県吉野川市 平成22年 01月
徳島県石井町 平成24年 03月
山口県萩市 平成27年 0４ 月
山口県長門市 平成27年 01月

福岡県筑後市 平成23年 03月
鹿児島県南九州市 平成23年 07月
鹿児島県北薩地区 平成21年 03月

福祉ガイド

関　
　

東

関　

西

九　
　

州

中　

部

共同発行自治体 発行年月

神奈川県厚木市 平成21年 04月
神奈川県厚木市② 平成22年 05月
神奈川県厚木市③ 平成23年 03月
神奈川県厚木市④ 平成24年 04月
神奈川県厚木市⑤ 平成25年 04月
神奈川県厚木市⑥ 平成26年 03月
神奈川県厚木市⑦ 平成27年 04月
 
三重県鈴鹿市 平成21年 08月
三重県桑名市 平成23年 03月
三重県桑名市② 平成24年 03月
三重県桑名市③ 平成25年 03月
愛知県江南市 平成24年 09月
 
滋賀県湖南市 平成23年 03月
滋賀県湖南市② 平成24年 03月
滋賀県湖南市③ 平成25年 03月
滋賀県湖南市④ 平成26年 04月
滋賀県湖南市⑤ 平成27年 04月
 
福岡県福津市 平成21年 02月
福岡県福津市② 平成22年 03月
福岡県福津市③ 平成23年 03月
福岡県宗像市 平成23年 03月
福岡県宗像市② 平成24年 03月

中
国
・
四
国

ごみブック福祉ガイド

■ 市民便利帳発行実績一覧
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◆

【階段式インデックスタグの役割】

表紙右側に「階段式インデックスタグ」を設け、検索性を
高めます。項目名やページ番号にユニバーサルデザイン
への配慮となるピクトグラムも併記しました。
カラータグは本文ページの背景色に連動し直感的な検索も
可能としました。
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 伊賀医院

 伊賀医院

 伊賀内科クリニック

 伊賀医院

 伊賀眼科

 伊賀医院

 伊賀医院

■ 主な仕様（a ・ bを含む）

●特集：安全・安心のまちづくり（6ページ程度）
 防災、安全、救急についての特集記事
●行政情報（75～85ページ程度）

 届出・証明

 健康・医療 / 介護

 成人・就職

 結婚・離婚

 妊娠・出産 / 育児・保育 

 引越し

 暮らしと環境

 各種相談

●生活情報（30ページ程度）
 医療ガイド・生活ガイド　等
 病院医院マップ（広告付）・医師会・歯科医院マップ（広告付）・
 歯科医師会・薬局薬店マップ（広告付）・薬剤師会・
 三師会定型広告・商工会議所・商工会定型広告
 冠婚葬祭・リフォーム・その他

●奥　付

●表紙３ 広告

●表紙４ 広告

●表紙
●表紙２ 1ページ広告
●P1～2 １ページ広告
●P3 市長挨拶
●P4～5 ＩＮＤＥＸ
●P6～7 ライフサイクルＩＮＤＥＸ
●P8～9 自治体プロフィール

●地域情報（20ページ程度）

 「まちづくりについて」
 ・施策や取り組みなどまちづくりについての紹介

 「歴史・文化・芸能」
 ・ゆかりの人物、史跡・文化財などの紹介

 「まちのみどころ」
 ・観光スポットや名所などの紹介

 「歳時記」
 ・四季を通して行われる祭りの紹介
 ・１年を通して開催されるイベントの紹介

 「特産品・伝統工芸」
 ・郷土を表す食品、物産などの紹介

■ 冊子全体の構成案 ■ c) 掲載記事案

■ はじめに　～官民協働事業についての考え方～

制作コンセプト

「芭蕉と忍者のふるさと 伊賀市」と
題し、忍者をキービジュアルとして
全体的に明るく楽しいまちをアピー
ルします。
芭蕉の肖像画や伊賀くみひも、伊賀
焼の画像と、上野城や里の風景写
真と合わせて配置し歴史や伝統文
化のみでなく、自然にも恵まれたま
ちであることも表現します

A4版（297×210ｍｍ）◆ 規　　格
◆ 刷 り 色
◆ 製　　本

A4版（天地×左右＝297×210ｍｍ）

表　　紙：4ページ
本　　文：140～150ページ

◆ ページ数

表　　紙：アートボードＫ判（12.0kg程度）

本　　文：再生紙
◆ 紙　　質

写植文字：モリサワユニバーサルデザインフォント

級　　数：13級～14級程度（9pt～10pt）

字　　詰：見やすさを考慮し割付を行う

◆ 組　　版

全ページ4色刷(CMYK)、ベジタブルオイルインクを使用

無線綴じ

※別途添付しております原寸デザイン案もご参照下さい。 ※別途添付しております原寸デザイン案もご参照下さい。

製品・サービス
情報の発信

企業情報

住　民

公共サービスの提供

行政情報

地域情報

地域を結ぶ
コミュニティメディア
地域を結ぶ

コミュニティメディア

ブランド価値の向上

事業者（広告主）

財政負担不要

地方自治体

■ 当社セールスポイント

信頼と安全の実施体制

最新の印刷機器を備える自社印刷工場を有し、年間
1,500万冊を超える情報誌を製作。印刷・製本

Web 自社サイトの運営はもとより、顧客数10万社を超える
Web構築のプロフェッショナル。

信頼･安全 ジャスダック上場企業としての社会的責任を基として
企業経営の要である信頼性・安全性を確保。

情報管理個人情報、企業情報をはじめとするあらゆる機密情報を適切かつ包括的にマネジメント。

管理・調整内部統制の拡充で管理体制と関連部門との調整は綿密かつ正確に実施。

事業展開PPPを基本理念として、全国の市町村と事業展開地域行政と連携を確立。

配　布独創の配布チャンネルを全国各地で確立。年間1,500万冊を超える、各戸への配布を実現。

編　集様々な情報誌を数多く創出した実績の編集力で自治体・事業者の満足度を徹底追求。

広告販売全国50拠点・500名を越えるの営業スタッフにより、地域に密着し、各事業者に提案営業を展開。

企　画市町村別電話帳、市民便利帳、子育て便利帳や各種フリーペーパーを創出した卓越する企画力。

ワンストップ・システム

最新の機器・設備を備える自社印刷工場を有し、
年間1,500万冊を超える情報誌を製作。印刷・製本

Web 自社サイトの運営はもとより、顧客数10万社を超える
Web構築のプロフェッショナル。

情報管理 個人情報、企業情報をはじめとするあらゆる機密情報を
適切かつ包括的にマネジメント。

管理・調整 内部統制の拡充で管理体制と関連部門との調整は綿密
かつ正確に実施。

事業展開 PPPを基本理念として、全国の市町村と事業展開
地域行政と連携を確立。

配　布 独創の配布チャンネルを全国各地で確立。
年間1,500万冊を超える、各戸への配布を実現。

編　集 様々な情報誌を数多く創出した実績の編集力で
自治体・事業者の満足度を徹底追求。

広告販売 全国50拠点・500名を越える営業スタッフにより、
地域に密着し、各事業者に提案営業を展開。

企　画 市町村別電話帳、市民便利帳、子育てガイドブックや
各種フリーペーパーを創出した卓越する企画力。

表紙右側の階段式インデックスを
より大きく・見やすく配置しました。
また、今回は、ピクトグラムの横に
ページ番号を表記し、必要な情報
に辿り着くまでのスピードを格段
に高めました。

ＰＯＩＮＴ 1

住民の利便性と安全の確保を図
るため、「防災情報メール」の項目
を表紙に明記。緊急メール登録用
QRコードを配置し、多くの住民に
登録を促すレイアウトにしました。

ＰＯＩＮＴ 2

Check!

Check!

三重県伊賀市 御中

「伊賀市くらしのガイドブック」

平成27年６月15日

企画提案書

INDEX

■ はじめに　～官民協働事業について～

■ 地域行政情報誌としてのあり方

Chapter

1
(ア) 協働事業についての考え方 1~2p

Chapter

3
（ウ） 事業スケジュール 6p Chapter

4
（エ） ガイドブックの内容提案 7~18p
■ 主な仕様
■ 制作コンセプト
■ 冊子全体の構成案

■ 編集における考え方
■ 表紙デザインへの工夫
■ 掲載記事案

Chapter

2
（イ） 協働発行実施の体制 3~5p

Chapter （オ） 広告掲載予定数及び広告募集計画 19~20p

Chapter （キ） 当該事業と同様の事業実績 22~33p Chapter （ク） その他ＰＲ資料 34~36p
■ 広がるシティプロモーション
■ シティプロモーションの内容
■ 当社セールスポイント

Chapter （カ） 配布方法 21p

■ 業務体制

■ 企画・編集の体制と方法

■ 事業スケジュール

■ 広告募集の体制と方法

■ 広告審査の体制と方法

■ 広告掲載方法

■ 市民便利帳発行実績集計
■ 市民便利帳発行実績一覧
■ 特化型行政情報誌発行実績一覧

■ 配布の体制と方法

表紙デザイン案

地域情報デザイン案

　当社は、官民協働の理念に基づき、地方自治体と共に行政
情報誌の発行を始め、9 年目になります。
広告掲載の事業化による行政の財政負担を「ゼロ」とする情報
誌発行により「地方創生」実現を目指してきました。

『伊賀市くらしのガイドブック』は、
自治体と住民、事業者を結ぶ地域一体型コミュニティメディア
であり、情報量のみでなく、情報の鮮度・検索性など、より高い
利便性が求められています。

当社は、平成27年5月末日現在、全国558の自治体、
三重県内においては、１３市８町の自治体と協働で行政情報誌
を発行しています。
これら多くの自治体との協働発行で培ったノウハウを活かし、
見やすく、分かりやすく、使いやすい
『伊賀市くらしのガイドブック』を提案いたします。

ワンストップで提供する一貫体制が無駄を排除し、信頼と安心を生み出します。

「四季」で楽しむ徳島

歴史あふれる伊賀の名産品を、自
身の手で作ってみませんか？　と
読む者の興味をそそります。
単なる名産陳列とせず、体験記と
しての読みやすさと親しみやすさ
で紹介します。もちろん、市民の登
場で楽しく賑やかな雰囲気を演出
します。

・行政情報・防災情報　80～90ページ程度　　
・市の概要・地域情報　30ページ程度
・生活情報等　　　　　30ページ程度

【デザイン･レイアウトへの配慮項目】

文字一つひとつの構成要素を視認しやすい
視　認　性

誤読しにくく、他の文字との判別をつけやすい

判　読　性

シンプルさ、美しさ、整理、整合性を持つ

デザイン性

文字列としての単語・文章の読みやすさ

可　読　性

※ユニバーサルデザインとは※ユニバーサルデザインとは

あらゆる人へ正確な情報をお届けするために
ユニバーサルデザイン（※）を重視します。

本文は文字の大きさを13～14級で作成し、
ストレスフリーで読みやすい誌面を制作します。

◆

◆

行政情報誌に対する利用者の期待は、
活用シーンにあわせた検索性や利便性をもつこと
使い勝手のよい情報誌として工夫されていること
その2点にあると考えます。

■ 編集（デザイン・レイアウト）における考え方

「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害の有無などに
関わらず、できるだけ多くの人が利用可能なようにデザインすること。

■ 表紙デザインへの工夫

表紙のデザインにあたり、2つの役割を重要視します。2つの役割

手に取った瞬間から
使い方が容易にイメージできるだけでなく、
「いざ」「いつでも」「いま」に対応可能なように
情報を検索しやすい表紙デザインに仕上げます。

自治体が発行する行政情報誌として
親しみやすいビジュアルや色合いを用い、誰にでも
馴染みやすいデザインを目指します。

①

②

『行政情報誌』らしい印象・イメージをアピール

直感的に見せる『機能や内容』

※別途添付しております原寸デザイン案もご参照下さい。

利便性 読みやすさ
本文は2段組みに
することで、長文が
続く説明文も、読
みやすい長さに配
列されます。

記載情報を分かり
やすくする為に内
容ごとに大見出し
を表示します。
また、問合せ先情
報を掲載し利便性
を高めます。

区別性

連動性
記載情報の内容と
連動した地域事業
者の広告が掲載さ
れます。

行政情報デザイン案

検索性
各項目を色分け
し、見出しの文字
をより大きくするこ
とで、更に情報の
検索性を高めま
す。

Check!

テキスト情報にあわせ、図表やアイキャッチとなるイラストを用いて、分かりやすく使いやすいデザインにします。 区分したエリア地図に、公共施設や避難所などをプロットした施設ＭＡＰを掲載します。

行政情報には背景
色を着色、広告掲
載欄の背景は無地
とし、行政情報と広
告の区別を一層明
確にします。

施設ＭＡＰに加えて、広域避難場所
や一時避難場所等、色分けされたア
イコンで分かりやすく表記します。
「いざというとき」、住民が最大限に
活用できるMAP情報となるべく工
夫を施します。

施設ＭＡＰ（兼 避難所ＭＡＰ）

※記事内容は他市で掲載したものです。

地図情報デザイン案

住民にとって必要不可欠な「いざというときに知っておきたい防災情報」をイラスト
と解説で分かりやすく掲載します。
日頃から様々な災害に対する備えを再確認して頂ける情報をお届けします。

「いざというときは」
休日・夜間の救急医療に関する情報を防災情報と併せて
掲載します。「いざ」というときに手軽に救急医療の関連
ＨＰへアクセスできるＱＲコードも配置します。

「休日･夜間診療情報」

※記事内容は他市で掲載したものです。 ※記事内容は他市で掲載したものです。

防災情報デザイン案

Check!

「医療マップ・各種団体情報」
より身近な地域情報のひとつとして、医療関連事業所の情報を地図情報と
連動した広告掲載で分かりやすく紹介します。
各種団体の協力のもと、医療機関リストや店舗情報なども掲載可能です。

【例１：医療マップ】【特集：いざというときには】 【例2：事業所情報（定型広告）】

【各種団体情報】

医・歯科・
薬剤師会
商工会議所
商工会等

※協定締結後、改めてデザイン提案いたします。

生活情報デザイン案 Ａ

「住宅関連情報・冠婚葬祭関連情報」
住宅設備やリフォームに関わる情報や冠婚葬祭などの専門性に特化した情報
を掲載し、毎日の住民生活をサポートします。
住民のニーズに応える情報提供とともに地域社会の活性化を推進します。

※協定締結後、改めてデザイン提案いたします。

生活情報デザイン案 B

■ 広告募集の体制と方法

方　法
地域団体（商工会議所・医師会・歯科医師会等）の協力を
受け、各会員への事前周知を行います。

広告募集は、掲載内容に関連する事業者へ向けての
提案型営業とします。

媒体説明用パンフレットを用い、事業者に発行の趣旨を
十分ご理解いただいた上で広告掲載をお願いします。

自治体発行誌である旨を注視し適正な営業を行います。

◆

◆

◆

◆

体　制

◆ 予定期間…平成27年9月～10月

広告募集予定期間

◆ 掲載予定数…180～200件

広告掲載予定数

◆　司法・法律相談等法曹関連
◆　教育関連
◆　医療・福祉・介護関連　
◆　住宅設備・リフォーム等住宅関連
◆　飲食関連
◆　冠婚葬祭関連　
　　　　　　　          …等々

担当支店…中部・北陸営業部　三重支店

広告募集体制は、当該エリアを区分し、各地域ごとに営業
スタッフを配置する、地域担当制によって行います。

◆

◆

営業スタッフは訪問記録等情報を共有しながら、
重複訪問や提案漏れを未然に防ぎます。
（デジタルデバイスを活用します）

※

広告掲載予定業種

広告募集
現場責任者

広告募集
統括責任者

広告募集
スタッフ
（６名）

■ 配布の体制と方法

体　制
◆ 予定期間…発刊後約2～3週間（午前9：00～午後5：00）
配布予定期間

特筆すべき事項

配布体制は、各地域ごとにリーダーとスタッフで構成する
配布チームを配備します。
この体制は、未配布や乱丁・落丁などの問題発生時にも、
正確で迅速な対応が可能です。

◆

配布方法は、配布スタッフによるポスト投函です。
チームごとの配布状況等の情報を共有しながら、　配布漏れ
や重複配布を未然に防ぎます。

ポストが見当たらない場合は、住民に直接手渡しします。

マンション等集合住宅は、付帯の集合ポストに投函します。
ポストの場所が不明な場合、管理人に確認して配布します。

◆

◆

◆

◆方　法

条件合意により、シルバー人材センターを活用する事も可能です。

雨天時は、濡れない様にビニール袋に入れて配布します。

万が一、未配布及び乱丁・落丁などが発覚した場合は、問題
内容を「問合せシート」にまとめ、自治体担当者と連絡を取
りながら適時対応します。
未配布に関する問合せの場合、当日もしくは遅くとも翌日
には配布します。

配布完了後も、万一の問題発生に備え、約一ケ月の間は
配布体制を存続し、同様に対応します。

◆

◆

※

配布リーダー
配本業務
統括責任者

配布スタッフ
（７名）

■ 広がるシティプロモーション

“電子書籍化”

“地域経済活性”“地域魅力発信”

『伊賀市くらしのガイドブック』の発行に併せて、 様々な 「シティプロモーション」 を提案します。

『CityDO!』『CityDO!』

『デジタルわが街事典』『デジタルわが街事典』

『わが街とくさんネット』『わが街とくさんネット』

“歳入増加”

『ふるさと寄付金制度支援事業』『ふるさと寄付金制度支援事業』

■ シティープロモーションの内容

各自治体の政策・施策に応じた シティプロモーション を展開し、「地方創生」を目指します。

“歳入増加”

「ふるさと寄附金制度」の活用で、自主財源の確保と
シティプロモーションや地域事業者の販路拡大など、
より大きな効果が得られるよう制度に係る全ての業
務を代行し自治体へ最大限の効果をもたらします。

『ふるさと寄付金制度支援事業』

“地域魅力発信”

多様なシティセールスをコンテンツ化し、効果的な
プロモーションを行う地域貢献型WEBメディア
『CityDO!』に特集頁を開設。定住促進コンテンツや
観光情報など地域に根ざした情報を拡散します。

『CityDO!』

“電子書籍化”

デジタル社会に対応し、ＷＥＢ環境でも行政情報が
閲覧できるよう電子書籍も同時発行します。
利用者にとって「いつでもどこでも」情報誌をご覧い
ただける環境作りを推進します。

『デジタルわが街事典』

“地域経済活性”

特産品販売サイト『わが街とくさんネット』により地域
ブランドのプロモーションを行いながら、地域の特産
品・名産品を販売し、地域経済の活性化に繋げます。
官民協働で新たな地域ブランドの構築を図ります。

『わが街とくさんネット』

『ふるさと寄付金制度支援事業』

『CityDO!』

『デジタルわが街事典』

『わが街とくさんネット』

■ 制作コンセプト

楽しむ・知る

使って便利
情報活用する

使って便利、見て楽しく読んで知識を深める

　

● まちの概要、庁舎案内図や組織図
● 歴史・沿革・文化の情報
● まち独自の取り組み、記念・節目の情報 
● レジャー情報、イベントの情報、歳時記
● 特産品・民芸品の情報
● 交通機関の情報 …など 

地域情報 ： 様々な角度からまちを再発見

● 行政情報：各種制度や手続き等の行政サービスの情報を掲載
● 特集：「安全・安心のまちづくり」● 特集：「安全・安心のまちづくり」

● 生活情報：住宅関連情報や冠婚葬祭情報など

行政情報 ： 行政サービスの情報を便利に活用

生活情報 ： 広告とともに情報活用

● 医療機関情報：事業所の情報をMAP等とともに掲載

見て楽しい、
読んで知識を深める
見て楽しく
読んで知識を深める

媒体コンセプト媒体コンセプト

■ 企画・編集の体制と方法

体　制

専任
ディレクター制作責任者

編集スタッフ
デザイナー
（5名）

企画・編集の体制は、専任ディレクターと編集スタッフ
及びデザイナーで構成されます。

◆

◆ 協定締結後、全体構成案を提示したのち、編集内容及び
デザイン・レイアウトについての打合せを行います。

◆ 画像情報は、使用画像の調整を行い、イメージビジュア
ルを提案します。文字情報は、提供されたテキストデータ
を基に編集作業を行います。

◆ 校正作業は、最終稿まで3回とし、出力カンプ及びPDF
データを提出します。
印刷直前の念校で最終確認を行い、全校了となります。

◆ 当社推奨のする電子校正システムにより、リアルタイムの
校正が可能になり、作業時間の大幅な短縮を図ります。

専任ディレクターは、各自治体の担当窓口として、制作
開始から発行までの企画・制作業務全般に携わります。

※

■ 広告審査の体制と方法 ■ 広告掲載方法

体　制 広告掲載方法

当社常設の審査機関である【広告審査課】は、約20名で
構成され、常時多数の広告を審査しています。

◆

方　法
広告審査の方法は、掲載する広告の業種・内容などを当社
広告掲載基準に照し合わせ審査を行うのはもとより、
「伊賀市広告掲載要綱」及び「伊賀市広告掲載基準」
に基づいても厳重に審査を行います。
医療関連広告は、当該エリアを管轄する保健所の審査が
必要となります。

※

掲載する広告は、全て、写真や画像、ロゴ等の視覚的要素
を重視するディスプレイ広告となります。
行政情報誌の格式と品格を保つため、冊子全体に占める
広告の割合は面積比30％以下とし、過度に広告が目立つ
ことを防ぎます。

◆

掲載サイズ

JAROが主催する講演会やセミナーなどへ積極的に参加し、
より厳格な審査基準を構築しています。

当社は日本広告審査機構（JARO）に加入しています。

表紙周り
中面1頁 中面1/2

医療マップ

記事下2/3

記事下1/1

記事下･記事横1/3 記事横1/1

記事横2/3

■ 事業スケジュール
両者作業

準
備
期
間

編
集
・
校
正

営
業

発
行

発行協定締結
発行告知（HP/広報）
行政記事提供
行政・企画ページ制作
各種団体へ周知
見本誌・ツール作成

1稿記事提示
1稿校正・修正指示
１稿修正
2稿記事提示
2稿校正・修正指示
２稿修正
最終稿提示
最終校正
最終訂正・念校
校了

広告営業
広告審査（随時）

印刷・製本
発刊・納入
一般家庭配布

7月
5 1015 2025 末

8月
5 1015 2025 末

9月
5 1015 2025 末

10月
5 1015 2025 末

11月
5 1015 2025 末

12月
5 1015 2025 末

平28年１月
5 1015 2025 末SCHEDULE

自治体作業 当社作業 両者作業自治体作業 当社作業

【例2：冠婚葬祭情報】

【各種生活情報】

住宅情報
冠婚葬祭
愛車健康法
その他

【例１：リフォーム情報】

広告募集責任者
各種団体・大手企業等への発行周知・協力要請

問合わせシートに
基づき調査・再配布

未配布対応

全戸配布手配

配　布

転入者分を
指定ヶ所へ納品

納　品

自社印刷工場
での印刷・製本

印刷・製本

掲載基準の相互相違等
掲載事前チェック

当社広告審査課
での広告審査

地域情報・行政情報の
企画・編集・デザイン

編集スタッフ
デザイナー

専任
ディレクター

全体進捗管理及び
自治体担当者との折衝

広告募集スタッフA～Z
当該エリアを区分し、各地域ごとに営業スタッフを配置

実施体制

業務進行概要

企画 ・ 編集

角一　成常

専任ディレクター

企画・編集担当：5名

広告募集

井上　浩一

奥出　光司

広告募集担当：６名

印刷・製本

谷口　正幸

印刷・製本担当：20名

納品・配布

※当社子会社※自社印刷工場

能登　知己

配布担当：7名

◆ 編集～配布まで

制作
責任者

◆ 広告募集

広告募集統括責任者

吹ノ戸　忠
総括責任者

三重県製作本部 サイネックス・ネットワーク

全体責任

■ 業務体制

業務担当

かくいち　  なりとき

ふきのと　　ただし

たにぐち　 まさゆき

おくで　    みつじ

いのうえ　 こういち

※各担当業務ごとに責任者を配置し、問合せや苦情等へ対応します。
※注.1： 配本事業課は、当社子会社「サイネックスネットワーク」内部署となります。

業務全般総括管理

企画・編集進捗管理

広告募集全体管理

広告募集現場管理

印刷・製本進捗管理

納品・配布業務進捗管理

官民協働事業推進室 室長

官民協働事業推進室 次長

中部・北陸営業部 部長代行次長

中部・北陸営業部 三重支店 支店長

生産企画部 次長

配本事業課 課長代行 （注.1）

所属部署・役職 担当業務

大阪市中央区 (☎06-6766-3346)

大阪市中央区 (☎06-6766-3346)

三重県松阪市 (☎0598-23-9220)

三重県松阪市 (☎0598-23-9220)

三重県松阪市 (☎0598-26-1521)

大阪市天王寺区 (☎06-6191-0061)

連絡先

のと　　　 ともみ

吹ノ戸　忠

角一　成常

井上　浩一

奥出　光司

谷口　正幸

能登　知己

業務毎責任者名

■ 地域行政情報誌（媒体）としてのあり方

『伊賀市くらしのガイドブック』は、伊賀市が発信する行政情報誌

世情を反映した構成を意識して、

住民がいま一番関心のある情報を、

『伊賀市くらしのガイドブック』に期待するものを、

そして緊急性の高いものを

『伊賀市くらしのガイドブック』は、行政情報並びに暮らしに関する事業
や施策などを紹介する冊子として必要な情報を、見やすく・分かりやす
く掲載する事が必須であると考えています。
また、転入者へ手渡す場合も、行政が発行する行政情報誌である旨が
明らかに分かることが必要であると考えます。

※

　住民サービスを発信する行政情報誌には、住民にとって

「いつでも」・「いざというときに」・「いま」必要な情報が

求められています。

　よって、使いやすさを重視した利便性の高い行政情報誌

を提案いたします。また、自治体から住民へ発信するワン

ウェイの情報提供媒体にとどまらず、住民の多様なニーズ

に応えるコミュニケーションツールを目指します。

　必要不可欠な情報を発信し、自治体の想いやビジョンを

住民に伝える貴重なメディアとして、利便性に富んだ、親し

みやすい『伊賀市くらしのガイドブック』を制作致します。

発 行 実 績 都道府県別発行自治体数

規模別発行自治体数

北海道 11

青森県 10

岩手県 7

宮城県 15

秋田県 6

山形県 7

福島県 4

茨城県 29

栃木県 19

群馬県 6

埼玉県 30

千葉県 34

東京都 32

神奈川県 12

新潟県 9

富山県 2

岡山県 14

広島県 11

山口県 8

徳島県 11

香川県 2

愛媛県 1

高知県 1

福岡県 30

佐賀県 10

長崎県 4

熊本県 8

大分県 9

宮崎県 8

鹿児島県 11

沖縄県 6

政令指定都市 14

中核市 28

特別区・特例市 30

一般市 366

町・村 120

発行自治体数 558

改訂版数 251

発行版数 809

■ 市民便利帳発行実績集計

石川県 8

福井県 6

山梨県 7

長野県 12

岐阜県 7

静岡県 12

愛知県 14

三重県 21

滋賀県 9

京都府 10

大阪府 36

兵庫県 19

奈良県 13

和歌山県 4

鳥取県 7

島根県 6

三重県 2１

46,000部（転入者分及び広告クライアント分を含む） ◆ 発行部数

北海道札幌市⑥ 平成27年 03月

北海道恵庭市 平成26年 11月

北海道八雲町 平成26年 10月

北海道旭川市② 平成26年 09月

北海道根室市 平成26年 01月

北海道北見市 平成25年 07月

北海道室蘭市② 平成24年 09月

北海道千歳市 平成24年 08月

北海道滝川市 平成24年 06月

北海道石狩市 平成24年 06月

北海道江別市 平成23年 11月

青森県弘前市② 平成27年 01月

青森県十和田市 平成26年 12月

青森県青森市② 平成26年 06月

青森県むつ市② 平成26年 05月

青森県三沢市 平成26年 03月

青森県平川市 平成25年 10月

青森県五所川原市② 平成24年 11月

青森県黒石市 平成24年 02月

青森県八戸市 平成23年 07月

青森県つがる市 平成22年 03月

岩手県盛岡市③ 平成26年 06月

岩手県北上市 平成26年 01月

岩手県奥州市 平成25年 03月

岩手県八幡平市 平成22年 12月

岩手県一関市 平成22年 07月

岩手県釜石市 平成22年 01月

岩手県花巻市 平成21年 05月

宮城県大和町 平成2７年 04月

宮城県蔵王町 平成2７年 04月

宮城県加美町 平成26年 07月

宮城県加美町 平成26年 07月

宮城県涌谷町 平成26年 06月

宮城県丸森町 平成26年 01月

宮城県名取市② 平成25年 10月

宮城県角田市② 平成25年 06月

宮城県柴田町 平成24年 03月

宮城県栗原市② 平成23年 09月

宮城県岩沼市 平成23年 02月

宮城県富谷町 平成22年 10月

宮城県大河原町 平成22年 03月

宮城県多賀城市 平成21年 08月

宮城県白石市 平成21年 04月

宮城県利府町 平成21年 01月

秋田県横手市 平成24年 03月

秋田県秋田市 平成23年 08月

秋田県仙北市 平成23年 08月

秋田県湯沢市 平成23年 01月

秋田県由利本荘市 平成22年 07月

秋田県大館市 平成21年 07月

山形県白鷹町 平成26年 03月

山形県鶴岡市 平成24年 03月

山形県米沢市 平成23年 08月

山形県山形市② 平成22年 05月

山形県新庄市② 平成22年 04月

山形県寒河江市 平成21年 06月

山形県山辺町 平成20年 11月

福島県郡山市 平成23年 11月

福島県伊達市② 平成22年 07月

福島県本宮市 平成22年 07月

福島県桑折町 平成21年 12月

茨城県つくば市③ 平成27年 04月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

北 

海 

道  ･  

東 

北

北 

海 

道  ･  

東 

北

北 

海 

道  ･  

東 

北

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。
※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

茨城県龍ケ崎市③ 平成27年 02月

茨城県ひたちなか市② 平成27年 02月

茨城県守谷市② 平成26年 10月

茨城県笠間市 平成26年 09月

茨城県土浦市④ 平成26年 07月

茨城県日立市 平成26年 06月

茨城県結城市 平成26年 02月

茨城県鹿嶋市② 平成26年 02月

茨城県稲敷市 平成26年 01月

茨城県つくばみらい市② 平成 25年 12月

茨城県大洗町 平成25年 12月

茨城県城里町② 平成25年 09月

茨城県常総市 平成25年 07月

茨城県水戸市⑥ 平成25年 04月

茨城県境町 平成25年 02月

茨城県阿見町② 平成25年 01月

茨城県取手市② 平成24年 11月

茨城県常陸太田市② 平成24年 07月

茨城県牛久市② 平成24年 07月

茨城県那珂市② 平成24年 06月

茨城県筑西市② 平成24年 06月

茨城県かすみがうら市 平成 23年 07月

茨城県桜川市 平成23年 07月

茨城県大子町 平成23年 02月

茨城県高萩市 平成22年 03月

茨城県北茨城市 平成21年 03月

茨城県神栖市 平成21年 02月

栃木県那須町② 平成27年 04月

栃木県矢板市③ 平成27年 03月

栃木県栃木市 平成27年 01月

栃木県日光市③ 平成26年 11月

栃木県宇都宮市② 平成26年 10月

栃木県下野市③ 平成26年 04月

栃木県小山市③ 平成26年 03月

栃木県さくら市② 平成26年 03月

栃木県那須塩原市② 平成26年 01月

栃木県上三川町② 平成25年 07月

栃木県鹿沼市② 平成24年 12月

栃木県壬生町② 平成24年 11月

栃木県佐野市 平成24年 07月

栃木県芳賀町 平成24年 04月

栃木県市貝町 平成24年 01月

栃木県足利市 平成23年 07月

栃木県塩谷町 平成23年 07月

栃木県那須烏山市 平成22年 07月

群馬県沼田市②　　 平成27年 03月

群馬県千代田町 平成27年 02月

群馬県太田市② 平成26年 10月

群馬県前橋市 平成25年 07月

群馬県東吾妻町 平成24年 05月

群馬県邑楽町 平成21年 06月

埼玉県三芳町② 平成27年 02月

埼玉県皆野町 平成27年 02月

埼玉県桶川市② 平成27年 01月

埼玉県富士見市 平成26年 03月

埼玉県飯能市② 平成26年 01月

埼玉県熊谷市② 平成25年 12月

埼玉県行田市② 平成25年 12月

埼玉県秩父市 平成25年 12月

埼玉県川島町 平成25年 08月

埼玉県さいたま市 平成25年 07月

埼玉県所沢市② 平成25年 07月

埼玉県北本市② 平成25年 03月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月
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東
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東
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東

埼玉県宮代町 平成25年 03月

埼玉県越谷市 平成25年 01月

埼玉県伊奈町 平成25年 01月

埼玉県寄居町 平成25年 01月

埼玉県上里町 平成24年 05月

埼玉県川口市 平成24年 03月

埼玉県羽生市 平成24年 03月

埼玉県松伏町② 平成23年 11月

埼玉県戸田市 平成23年 10月

埼玉県日高市 平成23年 09月

埼玉県滑川町 平成23年 06月

埼玉県嵐山町 平成23年 06月

埼玉県蓮田市 平成22年 09月

埼玉県狭山市 平成21年 12月

埼玉県鴻巣市 平成21年 09月

埼玉県東松山市 平成21年 08月

埼玉県春日部市 平成21年 05月

埼玉県上尾市 平成20年 10月

千葉県袖ケ浦市② 平成27年 03月

千葉県南房総市 平成27年 03月

千葉県九十九里町 平成27年 03月

千葉県館山市② 平成27年 02月

千葉県八街市② 平成27年 02月

千葉県銚子市② 平成27年 01月

千葉県山武市② 平成27年 01月

千葉県酒々井町 平成26年 11月

千葉県船橋市② 平成26年 08月

千葉県栄町② 平成26年 08月

千葉県木更津市③ 平成26年 07月

千葉県鋸南町 平成26年 07月

千葉県千葉市② 平成26年 06月

千葉県浦安市③ 平成26年 06月

千葉県香取市② 平成26年 06月

千葉県匝瑳市② 平成26年 03月

千葉県印西市② 平成25年 11月

千葉県松戸市② 平成25年 08月

千葉県我孫子市③ 平成25年 07月

千葉県大網白里市 平成25年 06月

千葉県茂原市 平成24年 11月

千葉県習志野市② 平成24年 11月

千葉県勝浦市② 平成24年 11月

千葉県富津市 平成24年 11月

千葉県柏市③ 平成24年 09月

千葉県御宿町 平成24年 06月

千葉県白井市 平成24年 05月

千葉県成田市 平成23年 12月

千葉県君津市② 平成23年 11月

千葉県鎌ケ谷市 平成23年 10月

千葉県横芝光町 平成23年 04月

千葉県四街道市 平成23年 03月

千葉県流山市 平成22年 06月

千葉県市原市 平成20年 05月

東京都東久留米市③ 平成27年 05月

東京都西東京市③ 平成27年 03月

東京都大島町 平成27年 03月

東京都青梅市④ 平成27年 01月

東京都日野市④ 平成27年 01月

東京都港区 平成26年 11月

東京都立川市③ 平成26年 09月

東京都狛江市③ 平成26年 09月

東京都東大和市② 平成26年 09月

東京都あきる野市② 平成26年 09月

東京都国分寺市③ 平成26年 08月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月
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東
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東
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東

東京都武蔵村山市② 平成26年 06月

東京都八丈町 平成26年 06月

東京都文京区 平成26年 02月

東京都清瀬市③ 平成26年 02月

東京都昭島市② 平成26年 01月

東京都国立市③ 平成25年 12月

東京都三鷹市④ 平成25年 09月

東京都多摩市 平成25年 05月

東京都瑞穂町② 平成25年 02月

東京都羽村市 平成24年 09月

東京都調布市② 平成24年 08月

東京都稲城市② 平成24年 04月

東京都武蔵野市② 平成24年 02月

東京都福生市 平成23年 10月

東京都八王子市 平成23年 09月

東京都東村山市② 平成23年 09月

東京都北区 平成23年 07月

東京都足立区 平成22年 03月

東京都渋谷区 平成22年 02月

東京都目黒区 平成21年 10月

東京都千代田区 平成21年 04月

神奈川県座間市② 平成26年 10月

神奈川県鎌倉市③ 平成26年 09月

神奈川県厚木市③ 平成26年 07月

神奈川県横須賀市③ 平成26年 03月

神奈川県三浦市 平成26年 03月

神奈川県南足柄市 平成25年 11月

神奈川県愛川町 平成25年 08月

神奈川県伊勢原市② 平成25年 07月

神奈川県川崎市⑤ 平成25年 03月

神奈川県秦野市② 平成25年 02月

神奈川県大和市② 平成23年 10月

神奈川県藤沢市 平成23年 04月

新潟県魚沼市② 平成26年 10月

新潟県新潟市 平成26年 09月

新潟県南魚沼市② 平成26年 03月

新潟県十日町市 平成25年 09月

新潟県新発田市② 平成24年 05月

新潟県糸魚川市 平成24年 04月

新潟県村上市 平成23年 07月

新潟県五泉市 平成22年 11月

新潟県妙高市 平成22年 04月

富山県南砺市 平成26年 04月

富山県射水市 平成20年 07月

石川県宝達志水町 平成27年 01月

石川県内灘町 平成26年 12月

石川県加賀市② 平成26年 10月

石川県中能登町 平成25年 09月

石川県かほく市 平成24年 04月

石川県白山市 平成23年 12月

石川県小松市 平成22年 06月

石川県能美市 平成22年 06月

福井県永平寺町 平成25年 08月

福井県小浜市② 平成24年 09月

福井県あわら市② 平成24年 05月

福井県勝山市 平成23年 06月

福井県越前市 平成22年 10月

福井県坂井市 平成21年 12月

山梨県西桂町 平成27年 03月

山梨県都留市 平成26年 09月

山梨県市川三郷町 平成26年 08月

山梨県富士河口湖町 平成25年 02月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月
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東

甲　

信　

越

山梨県南アルプス市 平成24年 08月

山梨県笛吹市 平成24年 05月

山梨県甲府市 平成22年 06月

長野県大町市 平成27年 01月

長野県諏訪市 平成26年 08月

長野県飯田市 平成26年 07月

長野県南箕輪村 平成26年 03月

長野県坂城町 平成26年 03月

長野県松川町 平成26年 02月

長野県木曽町 平成26年 01月

長野県辰野町 平成25年 12月

長野県伊那市 平成25年 07月

長野県須坂市 平成25年 03月

長野県茅野市 平成25年 02月

長野県小諸市 平成21年 05月

岐阜県恵那市 平成27年 05月

岐阜県関ケ原町 平成26年 10月

岐阜県八百津町 平成26年 10月

岐阜県安八町 平成26年 03月

岐阜県土岐市 平成26年 02月

岐阜県郡上市 平成26年 02月

岐阜県中津川市 平成25年 03月

静岡県下田市 平成27年 02月

静岡県御前崎市 平成26年 07月

静岡県御殿場市 平成26年 03月

静岡県浜松市 平成25年 11月

静岡県湖西市 平成25年 08月

静岡県菊川市② 平成25年 07月

静岡県富士宮市 平成24年 10月

静岡県伊豆市 平成24年 05月

静岡県牧之原市 平成23年 12月

静岡県三島市 平成23年 06月

静岡県磐田市 平成23年 05月

静岡県静岡市 平成20年 10月

愛知県清須市② 平成27年 05月

愛知県江南市② 平成26年 07月

愛知県北名古屋市 平成25年 06月

愛知県稲沢市② 平成25年 04月

愛知県大府市 平成25年 04月

愛知県大治町 平成25年 02月

愛知県豊田市 平成24年 12月

愛知県新城市 平成24年 07月

愛知県あま市 平成24年 05月

愛知県大口町 平成24年 02月

愛知県岩倉市 平成24年 01月

愛知県蟹江町 平成23年 07月

愛知県小牧市 平成22年 05月

愛知県西尾市 平成21年 02月

三重県紀宝町 平成27年 0５月

三重県玉城町 平成27年 04月

三重県川越町 平成27年 03月

三重県松阪市② 平成27年 01月

三重県亀山市 平成27年 01月

三重県尾鷲市 平成26年 11月

三重県四日市市 平成26年 10月

三重県朝日町 平成26年 10月

三重県大台町 平成26年 10月

三重県津市③ 平成26年 09月

三重県明和町 平成26年 08月

三重県鈴鹿市② 平成26年 07月

三重県志摩市② 平成26年 06月

三重県鳥羽市② 平成26年 02月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月
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三重県南伊勢町 平成25年 12月

三重県熊野市 平成25年 07月

三重県伊勢市② 平成25年 03月

三重県桑名市② 平成24年 10月

三重県東員町 平成22年 09月

三重県いなべ市 平成21年 12月

三重県名張市 平成21年 10月

滋賀県長浜市 平成2７ 年 05月

滋賀県彦根市② 平成26年 11月

滋賀県近江八幡市 平成26年 03月

滋賀県守山市② 平成25年 04月

滋賀県大津市② 平成24年 12月

滋賀県湖南市 平成24年 06月

滋賀県東近江市② 平成24年 05月

滋賀県愛荘町 平成23年 12月

滋賀県甲賀市 平成23年 05月

京都府京都市 平成27年 03月

京都府長岡京市② 平成26年 05月

京都府八幡市② 平成25年 10月

京都府城陽市 平成25年 07月

京都府京田辺市② 平成25年 03月

京都府福知山市 平成24年 12月

京都府南丹市 平成23年 05月

京都府亀岡市 平成22年 06月

京都府木津川市 平成22年 05月

京都府向日市 平成21年 05月

大阪府大東市③ 平成27年 0５ 月

大阪府泉南市③ 平成27年 03月

大阪府富田林市③ 平成27年 01月

大阪府箕面市③ 平成27年 01月

大阪府島本町 平成26年 12月

大阪府忠岡町 平成26年 12月

大阪府枚方市② 平成26年 07月

大阪府摂津市 平成26年 07月

大阪府岸和田市④ 平成26年 05月

大阪府守口市② 平成26年 05月

大阪府柏原市② 平成26年 05月

大阪府八尾市② 平成26年 01月

大阪府熊取町② 平成26年 01月

大阪府大阪市② 平成25年 12月

大阪府泉大津市② 平成25年 12月

大阪府貝塚市② 平成25年 11月

大阪府門真市 平成25年 05月

大阪府泉佐野市② 平成25年 02月

大阪府東大阪市 平成25年 01月

大阪府豊能町② 平成24年 12月

大阪府藤井寺市② 平成24年 10月

大阪府岬町 平成24年 09月

大阪府高石市 平成24年 06月

大阪府池田市② 平成24年 04月

大阪府松原市② 平成24年 02月

大阪府和泉市② 平成24年 01月

大阪府阪南市② 平成24年 01月

大阪府豊中市 平成23年 07月

大阪府河内長野市 平成22年 11月

大阪府交野市 平成22年 05月

大阪府堺市 平成21年 02月

大阪府羽曳野市 平成21年 01月

大阪府茨木市 平成20年 10月

大阪府大阪狭山市 平成19年 11月

兵庫県猪名川町② 平成27年 03月

兵庫県上郡町 平成27年 03月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月
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兵庫県佐用町 平成27年 03月

兵庫県明石市② 平成26年 12月

兵庫県丹波市② 平成26年 11月

兵庫県太子町 平成26年 08月

兵庫県西宮市② 平成26年 07月

兵庫県三田市 平成26年 06月

兵庫県加東市 平成26年 05月

兵庫県豊岡市③ 平成26年 03月

兵庫県播磨町 平成26年 01月

兵庫県川西市 平成25年 12月

兵庫県養父市② 平成25年 10月

兵庫県尼崎市 平成25年 07月

兵庫県宍粟市② 平成25年 01月

兵庫県宝塚市 平成24年 12月

兵庫県加古川市 平成24年 05月

兵庫県加西市 平成23年 07月

兵庫県相生市 平成21年 12月

奈良県王寺町 平成27年 05月

奈良県宇陀市② 平成27年 03月

奈良県広陵町 平成27年 03月

奈良県橿原市③ 平成26年 10月

奈良県天理市② 平成26年 09月

奈良県生駒市③ 平成26年 09月

奈良県大和郡山市② 平成25年 07月

奈良県斑鳩町 平成23年 04月

奈良県桜井市 平成22年 10月

奈良県大和高田市 平成22年 02月

奈良県奈良市 平成21年 11月

和歌山県和歌山市② 平成26年 05月

和歌山県湯浅町 平成25年 10月

和歌山県海南市 平成24年 05月

和歌山県新宮市 平成23年 05月

鳥取県湯梨浜町 平成26年 09月

鳥取県米子市② 平成26年 03月

鳥取県岩美町 平成26年 03月

鳥取県琴浦町 平成25年 11月

鳥取県境港市 平成25年 06月

鳥取県鳥取市② 平成24年 10月

鳥取県倉吉市 平成23年 06月

島根県江津市② 平成2７ 年 05 月

島根県安来市 平成26年 11月

島根県出雲市② 平成26年 10月

島根県益田市 平成26年 10月

島根県松江市 平成26年 06月

島根県浜田市 平成25年 02月

岡山県真庭市② 平成27年 03月

岡山県勝央町 平成27年 01月

岡山県笠岡市 平成26年 11月

岡山県津山市③ 平成26年 06月

岡山県備前市 平成26年 01月

岡山県岡山市 平成25年 07月

岡山県倉敷市 平成25年 03月

岡山県新見市 平成25年 03月

岡山県赤磐市 平成24年 08月

岡山県美作市 平成24年 05月

岡山県高梁市 平成23年 06月

岡山県玉野市 平成23年 05月

岡山県総社市 平成22年 03月

島根県廿日市市 平成2７ 年 05 月

広島県福山市② 平成26年 11月

広島県府中市 平成26年 10月

広島県広島市② 平成26年 03月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月
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※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

広島県尾道市 平成26年 03月

広島県神石高原町 平成26年 01月

広島県江田島市 平成25年 10月

広島県庄原市 平成24年 06月

広島県大竹市 平成23年 12月

広島県竹原市 平成22年 10月

山口県周南市② 平成26年 05月

山口県下関市③ 平成26年 03月

山口県防府市② 平成25年 07月

山口県美祢市 平成25年 06月

山口県山陽小野田市 平成24年 08月

山口県岩国市 平成23年 11月

山口県宇部市 平成23年 05月

山口県下松市 平成21年 10月

徳島県藍住町 平成27年 04月

徳島県板野町 平成27年 02月

徳島県鳴門市③ 平成27年 01月

徳島県阿波市 平成26年 12月

徳島県三好市② 平成26年 11月

徳島県北島町 平成26年 05月

徳島県小松島市 平成26年 01月

徳島県吉野川市② 平成25年 06月

徳島県美馬市 平成25年 06月

徳島県徳島市② 平成25年 01月

徳島県阿南市 平成23年 03月

香川県丸亀市② 平成27年 01月

香川県三豊市 平成25年 02月

愛媛県今治市 平成24年 07月 

高知県香南市 平成2７ 年 0５ 月

福岡県行橋市 平成2７ 年 0５ 月

福岡県北九州市 平成27年 03月

福岡県宗像市 平成27年 03月

福岡県粕屋町② 平成26年 12月

福岡県大木町 平成26年 11月

福岡県嘉麻市 平成26年 10月

福岡県飯塚市③ 平成26年 07月

福岡県筑紫野市② 平成26年 07月

福岡県宮若市② 平成26年 07月

福岡県香春町 平成26年 07月

福岡県大川市 平成26年 06月

福岡県朝倉市 平成26年 05月

中 

国 

・ 

四 

国

中 

国 

・ 

四 

国

共同発行自治体 発行年月

九 

州 

・ 

沖 

縄

福岡県糸田町 平成26年 03月

福岡県田川市② 平成26年 01月

福岡県大刀洗町 平成26年 01月

福岡県新宮町 平成25年 12月

福岡県中間市③ 平成25年 10月

福岡県みやま市 平成25年 08月

福岡県須恵町 平成25年 06月

福岡県豊前市 平成24年 11月

福岡県岡垣町 平成24年 09月

福岡県大野城市③ 平成24年 06月

福岡県筑後市 平成24年 04月

福岡県久留米市 平成24年 01月

福岡県志免町 平成23年 06月

福岡県那珂川町 平成22年 09月

福岡県直方市 平成22年 05月

福岡県太宰府市 平成20年 03月

佐賀県佐賀市 平成27年 03月

佐賀県神埼市② 平成26年 10月

佐賀県有田町 平成26年 10月

佐賀県基山町 平成26年 03月

佐賀県唐津市 平成26年 02月

共同発行自治体 発行年月

九 

州 

・ 

沖 

縄

佐賀県小城市 平成25年 06月

佐賀県多久市 平成24年 11月

佐賀県鹿島市 平成23年 10月

佐賀県伊万里市 平成22年 05月

佐賀県白石町 平成22年 01月

長崎県諫早市② 平成2７ 年 05月

長崎県長崎市③ 平成25年 12月

長崎県大村市 平成24年 02月

長崎県島原市 平成22年 10月

熊本県熊本市② 平成26年 11月

熊本県宇城市 平成26年 11月

熊本県上天草市 平成26年 07月

熊本県阿蘇市 平成26年 01月

熊本県宇土市 平成25年 10月

熊本県益城町 平成25年 10月

熊本県荒尾市② 平成25年 07月

熊本県天草市 平成23年 11月

大分県大分市② 平成26年 10月

大分県杵築市② 平成26年 03月

大分県臼杵市 平成25年 09月

大分県豊後高田市 平成25年 06月

共同発行自治体 発行年月

九
州
・
沖
縄

共同発行自治体 発行年月

九 

州 

・ 

沖 

縄

共同発行自治体 発行年月

九 

州 

・ 

沖 

縄

大分県宇佐市 平成24年 11月

大分県国東市 平成24年 05月

大分県日田市 平成23年 10月

大分県竹田市 平成23年 07月

大分県由布市 平成23年 04月

宮崎県都城市 平成27年 03月

宮崎県えびの市 平成26年 09月

宮崎県新富町 平成26年 06月

宮崎県串間市 平成26年 03月

宮崎県高鍋町② 平成25年 04月

宮崎県日南市 平成25年 01月

宮崎県門川町 平成23年 11月

鹿児島県霧島市② 平成26年 10月

鹿児島県伊佐市 平成26年 06月

鹿児島県さつま町 平成26年 06月

鹿児島県姶良市 平成25年 12月

鹿児島県南さつま市 平成25年 10月

鹿児島県南九州市 平成24年 04月

鹿児島県出水市 平成23年 11月

鹿児島県肝付町 平成23年 09月

鹿児島県いちき串木野市 平成 23年 08月

鹿児島県曽於市 平成23年 07月

鹿児島県志布志市 平成23年 07月

沖縄県南風原町 平成27年 02月

沖縄県宮古島市 平成26年 03月

沖縄県石垣市 平成26年 01月

沖縄県豊見城市 平成24年 03月

沖縄県うるま市 平成20年 07月

沖縄県那覇市 平成19年 12月

■ 特化型行政情報誌発行実績一覧

子育てガイド
共同発行自治体 発行年月

関 

　

東

北 

海 

道･

東 

北

関　
　
　
　

東

共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月

北海道石狩市② 平成25年 03月

宮城県多賀城市 平成24年 12月

宮城県栗原市 平成22年 06月

秋田県仙北市 平成25年 04月

秋田県由利本荘市 平成25年 01月

山形県置賜地区 平成27年 03月

 

茨城県石岡市 平成27年 03月

茨城県つくば市② 平成26年 11月

茨城県常陸太田市 平成26年 02月

茨城県笠間市 平成26年 02月

茨城県土浦市② 平成26年 02月

埼玉県飯能市　　　 平成27年 05月

埼玉県川越市　　　 平成27年 03月

埼玉県北本市 平成26年 1２ 月

埼玉県朝霞市 平成26年 11月

埼玉県加須市 平成26年 10月

埼玉県上尾市 平成26年 07月

埼玉県三郷市④ 平成26年 06月

埼玉県蕨市 平成26年 06月

埼玉県狭山市 平成25年 09月

千葉県佐倉市 平成26年 10月

千葉県柏市④ 平成26年 07月

千葉県八千代市 平成26年 04月

千葉県銚子市 平成25年 12月

千葉県富里市② 平成25年 10月

千葉県我孫子市② 平成25年 01月

千葉県成田市 平成23年 08月

千葉県香取市 平成23年 06月

千葉県山武市 平成23年 04月

東京都清瀬市 平成26年 10月

東京都豊島区 平成25年 06月

神奈川県葉山市② 平成27年 03月

神奈川県大和市② 平成27年 01月

神奈川県綾瀬市 平成27年 01月

神奈川県南足柄市 平成26年 11月

神奈川県茅ヶ崎市③ 平成26年 03月

神奈川県厚木市③ 平成25年 08月

神奈川県大磯町 平成25年 05月

神奈川県鎌倉市② 平成25年 03月

神奈川県葉山町 平成24年 12月

 

新潟県十日町市 平成25年 04月

新潟県小千谷市 平成25年 03月

新潟県魚沼市 平成24年 05月

長野県岡谷市 平成26年 06月

静岡県掛川市 平成27年 03月

愛知県津島市② 平成27年 04月

三重県桑名市② 平成25年 03月

大阪府茨木市 平成26年 09月

大阪府豊中市 平成26年 06月

兵庫県伊丹市 平成26年 01月

和歌山県橋本市② 平成25年 09月

 

宮崎県宮崎市 平成22年 08月

沖縄県うるま市② 平成26年 10月

関　
　

西

九
州
・
沖
縄

中 　

部

甲  

信  

越

関  

東

中  

部

関 　
　

西

九　

州
関　
　

東

共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月

ごみブック

東　

 

北

青森県階上町 平成20年 04月
青森県階上町② 平成24年 02月
岩手県久慈市 平成21年 03月
岩手県久慈市② 平成25年 07月

茨城県笠間市 平成26年 03月
茨城県高萩市 平成24年 02月
千葉県市川市 平成21年 04月
埼玉県羽生市   　 　平成27年 03月
神奈川県大和市   　 平成 22年 04月
神奈川県大和市②　 平成23年 04月
神奈川県大和市③ 平成25年 04月
神奈川県座間市 平成25年 10月

三重県いなべ市 平成21年 02月
三重県明和町 平成23年 02月
三重県明和町② 平成25年 07月

大阪府柏原市 平成23年 02月
兵庫県加西市 平成26年 01月
奈良県宇陀市 平成20年 02月
奈良県宇陀市② 平成23年 06月
奈良県斑鳩町 平成22年 08月
島根県大田市 平成21年 02月
島根県大田市② 平成23年 03月

徳島県鳴門市 平成20年 08月
徳島県吉野川市 平成22年 01月
徳島県石井町 平成24年 03月
山口県萩市 平成27年 0４ 月
山口県長門市 平成27年 01月

福岡県筑後市 平成23年 03月
鹿児島県南九州市 平成23年 07月
鹿児島県北薩地区 平成21年 03月

福祉ガイド

関　
　

東

関　

西

九　
　

州

中　

部

共同発行自治体 発行年月

神奈川県厚木市 平成21年 04月
神奈川県厚木市② 平成22年 05月
神奈川県厚木市③ 平成23年 03月
神奈川県厚木市④ 平成24年 04月
神奈川県厚木市⑤ 平成25年 04月
神奈川県厚木市⑥ 平成26年 03月
神奈川県厚木市⑦ 平成27年 04月
 
三重県鈴鹿市 平成21年 08月
三重県桑名市 平成23年 03月
三重県桑名市② 平成24年 03月
三重県桑名市③ 平成25年 03月
愛知県江南市 平成24年 09月
 
滋賀県湖南市 平成23年 03月
滋賀県湖南市② 平成24年 03月
滋賀県湖南市③ 平成25年 03月
滋賀県湖南市④ 平成26年 04月
滋賀県湖南市⑤ 平成27年 04月
 
福岡県福津市 平成21年 02月
福岡県福津市② 平成22年 03月
福岡県福津市③ 平成23年 03月
福岡県宗像市 平成23年 03月
福岡県宗像市② 平成24年 03月

中
国
・
四
国

ごみブック福祉ガイド

■ 市民便利帳発行実績一覧
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■ c) 掲載記事案

制作コンセプト

「芭蕉と忍者のふるさと 伊賀市」と
題し、忍者をキービジュアルとして
全体的に明るく楽しいまちをアピー
ルします。
芭蕉の肖像画や伊賀くみひも、伊賀
焼の画像と、上野城や里の風景写
真と合わせて配置し歴史や伝統文
化のみでなく、自然にも恵まれたま
ちであることも表現します

※別途添付しております原寸デザイン案もご参照下さい。

表紙右側の階段式インデックスを
より大きく・見やすく配置しました。
また、今回は、ピクトグラムの横に
ページ番号を表記し、必要な情報
に辿り着くまでのスピードを格段
に高めました。

ＰＯＩＮＴ 1

住民の利便性と安全の確保を図
るため、「防災情報メール」の項目
を表紙に明記。緊急メール登録用
QRコードを配置し、多くの住民に
登録を促すレイアウトにしました。

ＰＯＩＮＴ 2

Check!

Check!

表紙デザイン案

4Chapter

12



※別途添付しております原寸デザイン案もご参照下さい。

地域情報デザイン案

「伊賀の名品、
　　　作ってみませんか？」

歴史あふれる伊賀の名産品を、自
身の手で作ってみませんか？　と
読む者の興味をそそります。
単なる名産陳列とせず、体験記と
しての読みやすさと親しみやすさ
で紹介します。もちろん、市民の登
場で楽しく賑やかな雰囲気を演出
します。

4Chapter

13



◆

【階段式インデックスタグの役割】

表紙右側に「階段式インデックスタグ」を設け、検索性を
高めます。項目名やページ番号にユニバーサルデザイン
への配慮となるピクトグラムも併記しました。
カラータグは本文ページの背景色に連動し直感的な検索も
可能としました。

　 伊賀駅より徒歩5分

伊賀

伊賀

伊賀

伊賀

伊賀伊賀伊賀

伊賀市
旅篭町1-1-1

伊賀市旅篭町1-1-1

伊賀市
旅篭町1-1-1

 伊賀1-1-1

 伊賀1-1-1

 伊賀

0846

　 伊賀駅より徒歩5分

伊賀

伊賀市
旅篭町1-1-10846

伊賀

伊賀市
旅篭町1-1-1 0846

 伊賀駅より徒歩5分

0846

伊賀伊賀伊賀

伊賀市旅篭町1-1-1 0846

伊賀市旅篭町1-1-1 0846

伊賀伊賀伊賀

0846

伊賀

伊賀市
旅篭町1-1-1 0846

伊賀市の身近なお医者さん マップ エリア A

0846

伊賀

 伊賀1-1-1

 伊賀

0846

0846

 伊賀1-1-1 0846

伊賀

 伊賀1-1-1 0846

伊賀

伊賀市
旅篭町1-1-10846

 伊賀駅より徒歩5分

伊賀

 伊賀眼科

 伊賀医院

 伊賀医院

 伊賀眼科

 伊賀医院

 伊賀医院
 伊賀内科クリニック

 伊賀医院

 伊賀医院

 伊賀内科クリニック

 伊賀医院

 伊賀眼科

 伊賀医院

 伊賀医院

■ 主な仕様（a ・ bを含む）

●特集：安全・安心のまちづくり（6ページ程度）
 防災、安全、救急についての特集記事
●行政情報（75～85ページ程度）

 届出・証明

 健康・医療 / 介護

 成人・就職

 結婚・離婚

 妊娠・出産 / 育児・保育 

 引越し

 暮らしと環境

 各種相談

●生活情報（30ページ程度）
 医療ガイド・生活ガイド　等
 病院医院マップ（広告付）・医師会・歯科医院マップ（広告付）・
 歯科医師会・薬局薬店マップ（広告付）・薬剤師会・
 三師会定型広告・商工会議所・商工会定型広告
 冠婚葬祭・リフォーム・その他

●奥　付

●表紙３ 広告

●表紙４ 広告

●表紙
●表紙２ 1ページ広告
●P1～2 １ページ広告
●P3 市長挨拶
●P4～5 ＩＮＤＥＸ
●P6～7 ライフサイクルＩＮＤＥＸ
●P8～9 自治体プロフィール

●地域情報（20ページ程度）

 「まちづくりについて」
 ・施策や取り組みなどまちづくりについての紹介

 「歴史・文化・芸能」
 ・ゆかりの人物、史跡・文化財などの紹介

 「まちのみどころ」
 ・観光スポットや名所などの紹介

 「歳時記」
 ・四季を通して行われる祭りの紹介
 ・１年を通して開催されるイベントの紹介

 「特産品・伝統工芸」
 ・郷土を表す食品、物産などの紹介

■ 冊子全体の構成案 ■ c) 掲載記事案

■ はじめに　～官民協働事業についての考え方～

制作コンセプト

「芭蕉と忍者のふるさと 伊賀市」と
題し、忍者をキービジュアルとして
全体的に明るく楽しいまちをアピー
ルします。
芭蕉の肖像画や伊賀くみひも、伊賀
焼の画像と、上野城や里の風景写
真と合わせて配置し歴史や伝統文
化のみでなく、自然にも恵まれたま
ちであることも表現します

A4版（297×210ｍｍ）◆ 規　　格
◆ 刷 り 色
◆ 製　　本

A4版（天地×左右＝297×210ｍｍ）

表　　紙：4ページ
本　　文：140～150ページ

◆ ページ数

表　　紙：アートボードＫ判（12.0kg程度）

本　　文：再生紙
◆ 紙　　質

写植文字：モリサワユニバーサルデザインフォント

級　　数：13級～14級程度（9pt～10pt）

字　　詰：見やすさを考慮し割付を行う

◆ 組　　版

全ページ4色刷(CMYK)、ベジタブルオイルインクを使用

無線綴じ

※別途添付しております原寸デザイン案もご参照下さい。 ※別途添付しております原寸デザイン案もご参照下さい。

製品・サービス
情報の発信

企業情報

住　民

公共サービスの提供

行政情報

地域情報

地域を結ぶ
コミュニティメディア
地域を結ぶ

コミュニティメディア

ブランド価値の向上

事業者（広告主）

財政負担不要

地方自治体

■ 当社セールスポイント

信頼と安全の実施体制

最新の印刷機器を備える自社印刷工場を有し、年間
1,500万冊を超える情報誌を製作。印刷・製本

Web 自社サイトの運営はもとより、顧客数10万社を超える
Web構築のプロフェッショナル。

信頼･安全 ジャスダック上場企業としての社会的責任を基として
企業経営の要である信頼性・安全性を確保。

情報管理個人情報、企業情報をはじめとするあらゆる機密情報を適切かつ包括的にマネジメント。

管理・調整内部統制の拡充で管理体制と関連部門との調整は綿密かつ正確に実施。

事業展開PPPを基本理念として、全国の市町村と事業展開地域行政と連携を確立。

配　布独創の配布チャンネルを全国各地で確立。年間1,500万冊を超える、各戸への配布を実現。

編　集様々な情報誌を数多く創出した実績の編集力で自治体・事業者の満足度を徹底追求。

広告販売全国50拠点・500名を越えるの営業スタッフにより、地域に密着し、各事業者に提案営業を展開。

企　画市町村別電話帳、市民便利帳、子育て便利帳や各種フリーペーパーを創出した卓越する企画力。

ワンストップ・システム

最新の機器・設備を備える自社印刷工場を有し、
年間1,500万冊を超える情報誌を製作。印刷・製本

Web 自社サイトの運営はもとより、顧客数10万社を超える
Web構築のプロフェッショナル。

情報管理 個人情報、企業情報をはじめとするあらゆる機密情報を
適切かつ包括的にマネジメント。

管理・調整 内部統制の拡充で管理体制と関連部門との調整は綿密
かつ正確に実施。

事業展開 PPPを基本理念として、全国の市町村と事業展開
地域行政と連携を確立。

配　布 独創の配布チャンネルを全国各地で確立。
年間1,500万冊を超える、各戸への配布を実現。

編　集 様々な情報誌を数多く創出した実績の編集力で
自治体・事業者の満足度を徹底追求。

広告販売 全国50拠点・500名を越える営業スタッフにより、
地域に密着し、各事業者に提案営業を展開。

企　画 市町村別電話帳、市民便利帳、子育てガイドブックや
各種フリーペーパーを創出した卓越する企画力。

表紙右側の階段式インデックスを
より大きく・見やすく配置しました。
また、今回は、ピクトグラムの横に
ページ番号を表記し、必要な情報
に辿り着くまでのスピードを格段
に高めました。

ＰＯＩＮＴ 1

住民の利便性と安全の確保を図
るため、「防災情報メール」の項目
を表紙に明記。緊急メール登録用
QRコードを配置し、多くの住民に
登録を促すレイアウトにしました。

ＰＯＩＮＴ 2

Check!

Check!

三重県伊賀市 御中

「伊賀市くらしのガイドブック」

平成27年６月15日

企画提案書

INDEX

■ はじめに　～官民協働事業について～

■ 地域行政情報誌としてのあり方

Chapter

1
(ア) 協働事業についての考え方 1~2p

Chapter

3
（ウ） 事業スケジュール 6p Chapter

4
（エ） ガイドブックの内容提案 7~18p
■ 主な仕様
■ 制作コンセプト
■ 冊子全体の構成案

■ 編集における考え方
■ 表紙デザインへの工夫
■ 掲載記事案

Chapter

2
（イ） 協働発行実施の体制 3~5p

Chapter （オ） 広告掲載予定数及び広告募集計画 19~20p

Chapter （キ） 当該事業と同様の事業実績 22~33p Chapter （ク） その他ＰＲ資料 34~36p
■ 広がるシティプロモーション
■ シティプロモーションの内容
■ 当社セールスポイント

Chapter （カ） 配布方法 21p

■ 業務体制

■ 企画・編集の体制と方法

■ 事業スケジュール

■ 広告募集の体制と方法

■ 広告審査の体制と方法

■ 広告掲載方法

■ 市民便利帳発行実績集計
■ 市民便利帳発行実績一覧
■ 特化型行政情報誌発行実績一覧

■ 配布の体制と方法

表紙デザイン案

地域情報デザイン案

　当社は、官民協働の理念に基づき、地方自治体と共に行政
情報誌の発行を始め、9 年目になります。
広告掲載の事業化による行政の財政負担を「ゼロ」とする情報
誌発行により「地方創生」実現を目指してきました。

『伊賀市くらしのガイドブック』は、
自治体と住民、事業者を結ぶ地域一体型コミュニティメディア
であり、情報量のみでなく、情報の鮮度・検索性など、より高い
利便性が求められています。

当社は、平成27年5月末日現在、全国558の自治体、
三重県内においては、１３市８町の自治体と協働で行政情報誌
を発行しています。
これら多くの自治体との協働発行で培ったノウハウを活かし、
見やすく、分かりやすく、使いやすい
『伊賀市くらしのガイドブック』を提案いたします。

ワンストップで提供する一貫体制が無駄を排除し、信頼と安心を生み出します。

「四季」で楽しむ徳島

歴史あふれる伊賀の名産品を、自
身の手で作ってみませんか？　と
読む者の興味をそそります。
単なる名産陳列とせず、体験記と
しての読みやすさと親しみやすさ
で紹介します。もちろん、市民の登
場で楽しく賑やかな雰囲気を演出
します。

・行政情報・防災情報　80～90ページ程度　　
・市の概要・地域情報　30ページ程度
・生活情報等　　　　　30ページ程度

【デザイン･レイアウトへの配慮項目】

文字一つひとつの構成要素を視認しやすい
視　認　性

誤読しにくく、他の文字との判別をつけやすい

判　読　性

シンプルさ、美しさ、整理、整合性を持つ

デザイン性

文字列としての単語・文章の読みやすさ

可　読　性

※ユニバーサルデザインとは※ユニバーサルデザインとは

あらゆる人へ正確な情報をお届けするために
ユニバーサルデザイン（※）を重視します。

本文は文字の大きさを13～14級で作成し、
ストレスフリーで読みやすい誌面を制作します。

◆

◆

行政情報誌に対する利用者の期待は、
活用シーンにあわせた検索性や利便性をもつこと
使い勝手のよい情報誌として工夫されていること
その2点にあると考えます。

■ 編集（デザイン・レイアウト）における考え方

「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障害の有無などに
関わらず、できるだけ多くの人が利用可能なようにデザインすること。

■ 表紙デザインへの工夫

表紙のデザインにあたり、2つの役割を重要視します。2つの役割

手に取った瞬間から
使い方が容易にイメージできるだけでなく、
「いざ」「いつでも」「いま」に対応可能なように
情報を検索しやすい表紙デザインに仕上げます。

自治体が発行する行政情報誌として
親しみやすいビジュアルや色合いを用い、誰にでも
馴染みやすいデザインを目指します。

①

②

『行政情報誌』らしい印象・イメージをアピール

直感的に見せる『機能や内容』

※別途添付しております原寸デザイン案もご参照下さい。

利便性 読みやすさ
本文は2段組みに
することで、長文が
続く説明文も、読
みやすい長さに配
列されます。

記載情報を分かり
やすくする為に内
容ごとに大見出し
を表示します。
また、問合せ先情
報を掲載し利便性
を高めます。

区別性

連動性
記載情報の内容と
連動した地域事業
者の広告が掲載さ
れます。

行政情報デザイン案

検索性
各項目を色分け
し、見出しの文字
をより大きくするこ
とで、更に情報の
検索性を高めま
す。

Check!

テキスト情報にあわせ、図表やアイキャッチとなるイラストを用いて、分かりやすく使いやすいデザインにします。 区分したエリア地図に、公共施設や避難所などをプロットした施設ＭＡＰを掲載します。

行政情報には背景
色を着色、広告掲
載欄の背景は無地
とし、行政情報と広
告の区別を一層明
確にします。

施設ＭＡＰに加えて、広域避難場所
や一時避難場所等、色分けされたア
イコンで分かりやすく表記します。
「いざというとき」、住民が最大限に
活用できるMAP情報となるべく工
夫を施します。

施設ＭＡＰ（兼 避難所ＭＡＰ）

※記事内容は他市で掲載したものです。

地図情報デザイン案

住民にとって必要不可欠な「いざというときに知っておきたい防災情報」をイラスト
と解説で分かりやすく掲載します。
日頃から様々な災害に対する備えを再確認して頂ける情報をお届けします。

「いざというときは」
休日・夜間の救急医療に関する情報を防災情報と併せて
掲載します。「いざ」というときに手軽に救急医療の関連
ＨＰへアクセスできるＱＲコードも配置します。

「休日･夜間診療情報」

※記事内容は他市で掲載したものです。 ※記事内容は他市で掲載したものです。

防災情報デザイン案

Check!

「医療マップ・各種団体情報」
より身近な地域情報のひとつとして、医療関連事業所の情報を地図情報と
連動した広告掲載で分かりやすく紹介します。
各種団体の協力のもと、医療機関リストや店舗情報なども掲載可能です。

【例１：医療マップ】【特集：いざというときには】 【例2：事業所情報（定型広告）】

【各種団体情報】

医・歯科・
薬剤師会
商工会議所
商工会等

※協定締結後、改めてデザイン提案いたします。

生活情報デザイン案 Ａ

「住宅関連情報・冠婚葬祭関連情報」
住宅設備やリフォームに関わる情報や冠婚葬祭などの専門性に特化した情報
を掲載し、毎日の住民生活をサポートします。
住民のニーズに応える情報提供とともに地域社会の活性化を推進します。

※協定締結後、改めてデザイン提案いたします。

生活情報デザイン案 B

■ 広告募集の体制と方法

方　法
地域団体（商工会議所・医師会・歯科医師会等）の協力を
受け、各会員への事前周知を行います。

広告募集は、掲載内容に関連する事業者へ向けての
提案型営業とします。

媒体説明用パンフレットを用い、事業者に発行の趣旨を
十分ご理解いただいた上で広告掲載をお願いします。

自治体発行誌である旨を注視し適正な営業を行います。

◆

◆

◆

◆

体　制

◆ 予定期間…平成27年9月～10月

広告募集予定期間

◆ 掲載予定数…180～200件

広告掲載予定数

◆　司法・法律相談等法曹関連
◆　教育関連
◆　医療・福祉・介護関連　
◆　住宅設備・リフォーム等住宅関連
◆　飲食関連
◆　冠婚葬祭関連　
　　　　　　　          …等々

担当支店…中部・北陸営業部　三重支店

広告募集体制は、当該エリアを区分し、各地域ごとに営業
スタッフを配置する、地域担当制によって行います。

◆

◆

営業スタッフは訪問記録等情報を共有しながら、
重複訪問や提案漏れを未然に防ぎます。
（デジタルデバイスを活用します）

※

広告掲載予定業種

広告募集
現場責任者

広告募集
統括責任者

広告募集
スタッフ
（６名）

■ 配布の体制と方法

体　制
◆ 予定期間…発刊後約2～3週間（午前9：00～午後5：00）
配布予定期間

特筆すべき事項

配布体制は、各地域ごとにリーダーとスタッフで構成する
配布チームを配備します。
この体制は、未配布や乱丁・落丁などの問題発生時にも、
正確で迅速な対応が可能です。

◆

配布方法は、配布スタッフによるポスト投函です。
チームごとの配布状況等の情報を共有しながら、　配布漏れ
や重複配布を未然に防ぎます。

ポストが見当たらない場合は、住民に直接手渡しします。

マンション等集合住宅は、付帯の集合ポストに投函します。
ポストの場所が不明な場合、管理人に確認して配布します。

◆

◆

◆

◆方　法

条件合意により、シルバー人材センターを活用する事も可能です。

雨天時は、濡れない様にビニール袋に入れて配布します。

万が一、未配布及び乱丁・落丁などが発覚した場合は、問題
内容を「問合せシート」にまとめ、自治体担当者と連絡を取
りながら適時対応します。
未配布に関する問合せの場合、当日もしくは遅くとも翌日
には配布します。

配布完了後も、万一の問題発生に備え、約一ケ月の間は
配布体制を存続し、同様に対応します。

◆

◆

※

配布リーダー
配本業務
統括責任者

配布スタッフ
（７名）

■ 広がるシティプロモーション

“電子書籍化”

“地域経済活性”“地域魅力発信”

『伊賀市くらしのガイドブック』の発行に併せて、 様々な 「シティプロモーション」 を提案します。

『CityDO!』『CityDO!』

『デジタルわが街事典』『デジタルわが街事典』

『わが街とくさんネット』『わが街とくさんネット』

“歳入増加”

『ふるさと寄付金制度支援事業』『ふるさと寄付金制度支援事業』

■ シティープロモーションの内容

各自治体の政策・施策に応じた シティプロモーション を展開し、「地方創生」を目指します。

“歳入増加”

「ふるさと寄附金制度」の活用で、自主財源の確保と
シティプロモーションや地域事業者の販路拡大など、
より大きな効果が得られるよう制度に係る全ての業
務を代行し自治体へ最大限の効果をもたらします。

『ふるさと寄付金制度支援事業』

“地域魅力発信”

多様なシティセールスをコンテンツ化し、効果的な
プロモーションを行う地域貢献型WEBメディア
『CityDO!』に特集頁を開設。定住促進コンテンツや
観光情報など地域に根ざした情報を拡散します。

『CityDO!』

“電子書籍化”

デジタル社会に対応し、ＷＥＢ環境でも行政情報が
閲覧できるよう電子書籍も同時発行します。
利用者にとって「いつでもどこでも」情報誌をご覧い
ただける環境作りを推進します。

『デジタルわが街事典』

“地域経済活性”

特産品販売サイト『わが街とくさんネット』により地域
ブランドのプロモーションを行いながら、地域の特産
品・名産品を販売し、地域経済の活性化に繋げます。
官民協働で新たな地域ブランドの構築を図ります。

『わが街とくさんネット』

『ふるさと寄付金制度支援事業』

『CityDO!』

『デジタルわが街事典』

『わが街とくさんネット』

■ 制作コンセプト

楽しむ・知る

使って便利
情報活用する

使って便利、見て楽しく読んで知識を深める

　

● まちの概要、庁舎案内図や組織図
● 歴史・沿革・文化の情報
● まち独自の取り組み、記念・節目の情報 
● レジャー情報、イベントの情報、歳時記
● 特産品・民芸品の情報
● 交通機関の情報 …など 

地域情報 ： 様々な角度からまちを再発見

● 行政情報：各種制度や手続き等の行政サービスの情報を掲載
● 特集：「安全・安心のまちづくり」● 特集：「安全・安心のまちづくり」

● 生活情報：住宅関連情報や冠婚葬祭情報など

行政情報 ： 行政サービスの情報を便利に活用

生活情報 ： 広告とともに情報活用

● 医療機関情報：事業所の情報をMAP等とともに掲載

見て楽しい、
読んで知識を深める
見て楽しく
読んで知識を深める

媒体コンセプト媒体コンセプト

■ 企画・編集の体制と方法

体　制

専任
ディレクター制作責任者

編集スタッフ
デザイナー
（5名）

企画・編集の体制は、専任ディレクターと編集スタッフ
及びデザイナーで構成されます。

◆

◆ 協定締結後、全体構成案を提示したのち、編集内容及び
デザイン・レイアウトについての打合せを行います。

◆ 画像情報は、使用画像の調整を行い、イメージビジュア
ルを提案します。文字情報は、提供されたテキストデータ
を基に編集作業を行います。

◆ 校正作業は、最終稿まで3回とし、出力カンプ及びPDF
データを提出します。
印刷直前の念校で最終確認を行い、全校了となります。

◆ 当社推奨のする電子校正システムにより、リアルタイムの
校正が可能になり、作業時間の大幅な短縮を図ります。

専任ディレクターは、各自治体の担当窓口として、制作
開始から発行までの企画・制作業務全般に携わります。

※

■ 広告審査の体制と方法 ■ 広告掲載方法

体　制 広告掲載方法

当社常設の審査機関である【広告審査課】は、約20名で
構成され、常時多数の広告を審査しています。

◆

方　法
広告審査の方法は、掲載する広告の業種・内容などを当社
広告掲載基準に照し合わせ審査を行うのはもとより、
「伊賀市広告掲載要綱」及び「伊賀市広告掲載基準」
に基づいても厳重に審査を行います。
医療関連広告は、当該エリアを管轄する保健所の審査が
必要となります。

※

掲載する広告は、全て、写真や画像、ロゴ等の視覚的要素
を重視するディスプレイ広告となります。
行政情報誌の格式と品格を保つため、冊子全体に占める
広告の割合は面積比30％以下とし、過度に広告が目立つ
ことを防ぎます。

◆

掲載サイズ

JAROが主催する講演会やセミナーなどへ積極的に参加し、
より厳格な審査基準を構築しています。

当社は日本広告審査機構（JARO）に加入しています。

表紙周り
中面1頁 中面1/2

医療マップ

記事下2/3

記事下1/1

記事下･記事横1/3 記事横1/1

記事横2/3

■ 事業スケジュール
両者作業

準
備
期
間

編
集
・
校
正

営
業

発
行

発行協定締結
発行告知（HP/広報）
行政記事提供
行政・企画ページ制作
各種団体へ周知
見本誌・ツール作成

1稿記事提示
1稿校正・修正指示
１稿修正
2稿記事提示
2稿校正・修正指示
２稿修正
最終稿提示
最終校正
最終訂正・念校
校了

広告営業
広告審査（随時）

印刷・製本
発刊・納入
一般家庭配布

7月
5 1015 2025 末

8月
5 1015 2025 末

9月
5 1015 2025 末

10月
5 1015 2025 末

11月
5 1015 2025 末

12月
5 1015 2025 末

平28年１月
5 1015 2025 末SCHEDULE

自治体作業 当社作業 両者作業自治体作業 当社作業

【例2：冠婚葬祭情報】

【各種生活情報】

住宅情報
冠婚葬祭
愛車健康法
その他

【例１：リフォーム情報】

広告募集責任者
各種団体・大手企業等への発行周知・協力要請

問合わせシートに
基づき調査・再配布

未配布対応

全戸配布手配

配　布

転入者分を
指定ヶ所へ納品

納　品

自社印刷工場
での印刷・製本

印刷・製本

掲載基準の相互相違等
掲載事前チェック

当社広告審査課
での広告審査

地域情報・行政情報の
企画・編集・デザイン

編集スタッフ
デザイナー

専任
ディレクター

全体進捗管理及び
自治体担当者との折衝

広告募集スタッフA～Z
当該エリアを区分し、各地域ごとに営業スタッフを配置

実施体制

業務進行概要

企画 ・ 編集

角一　成常

専任ディレクター

企画・編集担当：5名

広告募集

井上　浩一

奥出　光司

広告募集担当：６名

印刷・製本

谷口　正幸

印刷・製本担当：20名

納品・配布

※当社子会社※自社印刷工場

能登　知己

配布担当：7名

◆ 編集～配布まで

制作
責任者

◆ 広告募集

広告募集統括責任者

吹ノ戸　忠
総括責任者

三重県製作本部 サイネックス・ネットワーク

全体責任

■ 業務体制

業務担当

かくいち　  なりとき

ふきのと　　ただし

たにぐち　 まさゆき

おくで　    みつじ

いのうえ　 こういち

※各担当業務ごとに責任者を配置し、問合せや苦情等へ対応します。
※注.1： 配本事業課は、当社子会社「サイネックスネットワーク」内部署となります。

業務全般総括管理

企画・編集進捗管理

広告募集全体管理

広告募集現場管理

印刷・製本進捗管理

納品・配布業務進捗管理

官民協働事業推進室 室長

官民協働事業推進室 次長

中部・北陸営業部 部長代行次長

中部・北陸営業部 三重支店 支店長

生産企画部 次長

配本事業課 課長代行 （注.1）

所属部署・役職 担当業務

大阪市中央区 (☎06-6766-3346)

大阪市中央区 (☎06-6766-3346)

三重県松阪市 (☎0598-23-9220)

三重県松阪市 (☎0598-23-9220)

三重県松阪市 (☎0598-26-1521)

大阪市天王寺区 (☎06-6191-0061)

連絡先

のと　　　 ともみ

吹ノ戸　忠

角一　成常

井上　浩一

奥出　光司

谷口　正幸

能登　知己

業務毎責任者名

■ 地域行政情報誌（媒体）としてのあり方

『伊賀市くらしのガイドブック』は、伊賀市が発信する行政情報誌

世情を反映した構成を意識して、

住民がいま一番関心のある情報を、

『伊賀市くらしのガイドブック』に期待するものを、

そして緊急性の高いものを

『伊賀市くらしのガイドブック』は、行政情報並びに暮らしに関する事業
や施策などを紹介する冊子として必要な情報を、見やすく・分かりやす
く掲載する事が必須であると考えています。
また、転入者へ手渡す場合も、行政が発行する行政情報誌である旨が
明らかに分かることが必要であると考えます。

※

　住民サービスを発信する行政情報誌には、住民にとって

「いつでも」・「いざというときに」・「いま」必要な情報が

求められています。

　よって、使いやすさを重視した利便性の高い行政情報誌

を提案いたします。また、自治体から住民へ発信するワン

ウェイの情報提供媒体にとどまらず、住民の多様なニーズ

に応えるコミュニケーションツールを目指します。

　必要不可欠な情報を発信し、自治体の想いやビジョンを

住民に伝える貴重なメディアとして、利便性に富んだ、親し

みやすい『伊賀市くらしのガイドブック』を制作致します。

発 行 実 績 都道府県別発行自治体数

規模別発行自治体数

北海道 11

青森県 10

岩手県 7

宮城県 15

秋田県 6

山形県 7

福島県 4

茨城県 29

栃木県 19

群馬県 6

埼玉県 30

千葉県 34

東京都 32

神奈川県 12

新潟県 9

富山県 2

岡山県 14

広島県 11

山口県 8

徳島県 11

香川県 2

愛媛県 1

高知県 1

福岡県 30

佐賀県 10

長崎県 4

熊本県 8

大分県 9

宮崎県 8

鹿児島県 11

沖縄県 6

政令指定都市 14

中核市 28

特別区・特例市 30

一般市 366

町・村 120

発行自治体数 558

改訂版数 251

発行版数 809

■ 市民便利帳発行実績集計

石川県 8

福井県 6

山梨県 7

長野県 12

岐阜県 7

静岡県 12

愛知県 14

三重県 21

滋賀県 9

京都府 10

大阪府 36

兵庫県 19

奈良県 13

和歌山県 4

鳥取県 7

島根県 6

三重県 2１

46,000部（転入者分及び広告クライアント分を含む） ◆ 発行部数

北海道札幌市⑥ 平成27年 03月

北海道恵庭市 平成26年 11月

北海道八雲町 平成26年 10月

北海道旭川市② 平成26年 09月

北海道根室市 平成26年 01月

北海道北見市 平成25年 07月

北海道室蘭市② 平成24年 09月

北海道千歳市 平成24年 08月

北海道滝川市 平成24年 06月

北海道石狩市 平成24年 06月

北海道江別市 平成23年 11月

青森県弘前市② 平成27年 01月

青森県十和田市 平成26年 12月

青森県青森市② 平成26年 06月

青森県むつ市② 平成26年 05月

青森県三沢市 平成26年 03月

青森県平川市 平成25年 10月

青森県五所川原市② 平成24年 11月

青森県黒石市 平成24年 02月

青森県八戸市 平成23年 07月

青森県つがる市 平成22年 03月

岩手県盛岡市③ 平成26年 06月

岩手県北上市 平成26年 01月

岩手県奥州市 平成25年 03月

岩手県八幡平市 平成22年 12月

岩手県一関市 平成22年 07月

岩手県釜石市 平成22年 01月

岩手県花巻市 平成21年 05月

宮城県大和町 平成2７年 04月

宮城県蔵王町 平成2７年 04月

宮城県加美町 平成26年 07月

宮城県加美町 平成26年 07月

宮城県涌谷町 平成26年 06月

宮城県丸森町 平成26年 01月

宮城県名取市② 平成25年 10月

宮城県角田市② 平成25年 06月

宮城県柴田町 平成24年 03月

宮城県栗原市② 平成23年 09月

宮城県岩沼市 平成23年 02月

宮城県富谷町 平成22年 10月

宮城県大河原町 平成22年 03月

宮城県多賀城市 平成21年 08月

宮城県白石市 平成21年 04月

宮城県利府町 平成21年 01月

秋田県横手市 平成24年 03月

秋田県秋田市 平成23年 08月

秋田県仙北市 平成23年 08月

秋田県湯沢市 平成23年 01月

秋田県由利本荘市 平成22年 07月

秋田県大館市 平成21年 07月

山形県白鷹町 平成26年 03月

山形県鶴岡市 平成24年 03月

山形県米沢市 平成23年 08月

山形県山形市② 平成22年 05月

山形県新庄市② 平成22年 04月

山形県寒河江市 平成21年 06月

山形県山辺町 平成20年 11月

福島県郡山市 平成23年 11月

福島県伊達市② 平成22年 07月

福島県本宮市 平成22年 07月

福島県桑折町 平成21年 12月

茨城県つくば市③ 平成27年 04月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

北 

海 

道  ･  

東 

北

北 

海 

道  ･  

東 

北

北 

海 

道  ･  

東 

北

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。
※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

茨城県龍ケ崎市③ 平成27年 02月

茨城県ひたちなか市② 平成27年 02月

茨城県守谷市② 平成26年 10月

茨城県笠間市 平成26年 09月

茨城県土浦市④ 平成26年 07月

茨城県日立市 平成26年 06月

茨城県結城市 平成26年 02月

茨城県鹿嶋市② 平成26年 02月

茨城県稲敷市 平成26年 01月

茨城県つくばみらい市② 平成 25年 12月

茨城県大洗町 平成25年 12月

茨城県城里町② 平成25年 09月

茨城県常総市 平成25年 07月

茨城県水戸市⑥ 平成25年 04月

茨城県境町 平成25年 02月

茨城県阿見町② 平成25年 01月

茨城県取手市② 平成24年 11月

茨城県常陸太田市② 平成24年 07月

茨城県牛久市② 平成24年 07月

茨城県那珂市② 平成24年 06月

茨城県筑西市② 平成24年 06月

茨城県かすみがうら市 平成 23年 07月

茨城県桜川市 平成23年 07月

茨城県大子町 平成23年 02月

茨城県高萩市 平成22年 03月

茨城県北茨城市 平成21年 03月

茨城県神栖市 平成21年 02月

栃木県那須町② 平成27年 04月

栃木県矢板市③ 平成27年 03月

栃木県栃木市 平成27年 01月

栃木県日光市③ 平成26年 11月

栃木県宇都宮市② 平成26年 10月

栃木県下野市③ 平成26年 04月

栃木県小山市③ 平成26年 03月

栃木県さくら市② 平成26年 03月

栃木県那須塩原市② 平成26年 01月

栃木県上三川町② 平成25年 07月

栃木県鹿沼市② 平成24年 12月

栃木県壬生町② 平成24年 11月

栃木県佐野市 平成24年 07月

栃木県芳賀町 平成24年 04月

栃木県市貝町 平成24年 01月

栃木県足利市 平成23年 07月

栃木県塩谷町 平成23年 07月

栃木県那須烏山市 平成22年 07月

群馬県沼田市②　　 平成27年 03月

群馬県千代田町 平成27年 02月

群馬県太田市② 平成26年 10月

群馬県前橋市 平成25年 07月

群馬県東吾妻町 平成24年 05月

群馬県邑楽町 平成21年 06月

埼玉県三芳町② 平成27年 02月

埼玉県皆野町 平成27年 02月

埼玉県桶川市② 平成27年 01月

埼玉県富士見市 平成26年 03月

埼玉県飯能市② 平成26年 01月

埼玉県熊谷市② 平成25年 12月

埼玉県行田市② 平成25年 12月

埼玉県秩父市 平成25年 12月

埼玉県川島町 平成25年 08月

埼玉県さいたま市 平成25年 07月

埼玉県所沢市② 平成25年 07月

埼玉県北本市② 平成25年 03月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月

関 

　

東

関 

　

東

関 

　

東

埼玉県宮代町 平成25年 03月

埼玉県越谷市 平成25年 01月

埼玉県伊奈町 平成25年 01月

埼玉県寄居町 平成25年 01月

埼玉県上里町 平成24年 05月

埼玉県川口市 平成24年 03月

埼玉県羽生市 平成24年 03月

埼玉県松伏町② 平成23年 11月

埼玉県戸田市 平成23年 10月

埼玉県日高市 平成23年 09月

埼玉県滑川町 平成23年 06月

埼玉県嵐山町 平成23年 06月

埼玉県蓮田市 平成22年 09月

埼玉県狭山市 平成21年 12月

埼玉県鴻巣市 平成21年 09月

埼玉県東松山市 平成21年 08月

埼玉県春日部市 平成21年 05月

埼玉県上尾市 平成20年 10月

千葉県袖ケ浦市② 平成27年 03月

千葉県南房総市 平成27年 03月

千葉県九十九里町 平成27年 03月

千葉県館山市② 平成27年 02月

千葉県八街市② 平成27年 02月

千葉県銚子市② 平成27年 01月

千葉県山武市② 平成27年 01月

千葉県酒々井町 平成26年 11月

千葉県船橋市② 平成26年 08月

千葉県栄町② 平成26年 08月

千葉県木更津市③ 平成26年 07月

千葉県鋸南町 平成26年 07月

千葉県千葉市② 平成26年 06月

千葉県浦安市③ 平成26年 06月

千葉県香取市② 平成26年 06月

千葉県匝瑳市② 平成26年 03月

千葉県印西市② 平成25年 11月

千葉県松戸市② 平成25年 08月

千葉県我孫子市③ 平成25年 07月

千葉県大網白里市 平成25年 06月

千葉県茂原市 平成24年 11月

千葉県習志野市② 平成24年 11月

千葉県勝浦市② 平成24年 11月

千葉県富津市 平成24年 11月

千葉県柏市③ 平成24年 09月

千葉県御宿町 平成24年 06月

千葉県白井市 平成24年 05月

千葉県成田市 平成23年 12月

千葉県君津市② 平成23年 11月

千葉県鎌ケ谷市 平成23年 10月

千葉県横芝光町 平成23年 04月

千葉県四街道市 平成23年 03月

千葉県流山市 平成22年 06月

千葉県市原市 平成20年 05月

東京都東久留米市③ 平成27年 05月

東京都西東京市③ 平成27年 03月

東京都大島町 平成27年 03月

東京都青梅市④ 平成27年 01月

東京都日野市④ 平成27年 01月

東京都港区 平成26年 11月

東京都立川市③ 平成26年 09月

東京都狛江市③ 平成26年 09月

東京都東大和市② 平成26年 09月

東京都あきる野市② 平成26年 09月

東京都国分寺市③ 平成26年 08月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月

関 

　

東

関 

　

東

関 

　

東

東京都武蔵村山市② 平成26年 06月

東京都八丈町 平成26年 06月

東京都文京区 平成26年 02月

東京都清瀬市③ 平成26年 02月

東京都昭島市② 平成26年 01月

東京都国立市③ 平成25年 12月

東京都三鷹市④ 平成25年 09月

東京都多摩市 平成25年 05月

東京都瑞穂町② 平成25年 02月

東京都羽村市 平成24年 09月

東京都調布市② 平成24年 08月

東京都稲城市② 平成24年 04月

東京都武蔵野市② 平成24年 02月

東京都福生市 平成23年 10月

東京都八王子市 平成23年 09月

東京都東村山市② 平成23年 09月

東京都北区 平成23年 07月

東京都足立区 平成22年 03月

東京都渋谷区 平成22年 02月

東京都目黒区 平成21年 10月

東京都千代田区 平成21年 04月

神奈川県座間市② 平成26年 10月

神奈川県鎌倉市③ 平成26年 09月

神奈川県厚木市③ 平成26年 07月

神奈川県横須賀市③ 平成26年 03月

神奈川県三浦市 平成26年 03月

神奈川県南足柄市 平成25年 11月

神奈川県愛川町 平成25年 08月

神奈川県伊勢原市② 平成25年 07月

神奈川県川崎市⑤ 平成25年 03月

神奈川県秦野市② 平成25年 02月

神奈川県大和市② 平成23年 10月

神奈川県藤沢市 平成23年 04月

新潟県魚沼市② 平成26年 10月

新潟県新潟市 平成26年 09月

新潟県南魚沼市② 平成26年 03月

新潟県十日町市 平成25年 09月

新潟県新発田市② 平成24年 05月

新潟県糸魚川市 平成24年 04月

新潟県村上市 平成23年 07月

新潟県五泉市 平成22年 11月

新潟県妙高市 平成22年 04月

富山県南砺市 平成26年 04月

富山県射水市 平成20年 07月

石川県宝達志水町 平成27年 01月

石川県内灘町 平成26年 12月

石川県加賀市② 平成26年 10月

石川県中能登町 平成25年 09月

石川県かほく市 平成24年 04月

石川県白山市 平成23年 12月

石川県小松市 平成22年 06月

石川県能美市 平成22年 06月

福井県永平寺町 平成25年 08月

福井県小浜市② 平成24年 09月

福井県あわら市② 平成24年 05月

福井県勝山市 平成23年 06月

福井県越前市 平成22年 10月

福井県坂井市 平成21年 12月

山梨県西桂町 平成27年 03月

山梨県都留市 平成26年 09月

山梨県市川三郷町 平成26年 08月

山梨県富士河口湖町 平成25年 02月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月

関 

　

東

甲　

信　

越

山梨県南アルプス市 平成24年 08月

山梨県笛吹市 平成24年 05月

山梨県甲府市 平成22年 06月

長野県大町市 平成27年 01月

長野県諏訪市 平成26年 08月

長野県飯田市 平成26年 07月

長野県南箕輪村 平成26年 03月

長野県坂城町 平成26年 03月

長野県松川町 平成26年 02月

長野県木曽町 平成26年 01月

長野県辰野町 平成25年 12月

長野県伊那市 平成25年 07月

長野県須坂市 平成25年 03月

長野県茅野市 平成25年 02月

長野県小諸市 平成21年 05月

岐阜県恵那市 平成27年 05月

岐阜県関ケ原町 平成26年 10月

岐阜県八百津町 平成26年 10月

岐阜県安八町 平成26年 03月

岐阜県土岐市 平成26年 02月

岐阜県郡上市 平成26年 02月

岐阜県中津川市 平成25年 03月

静岡県下田市 平成27年 02月

静岡県御前崎市 平成26年 07月

静岡県御殿場市 平成26年 03月

静岡県浜松市 平成25年 11月

静岡県湖西市 平成25年 08月

静岡県菊川市② 平成25年 07月

静岡県富士宮市 平成24年 10月

静岡県伊豆市 平成24年 05月

静岡県牧之原市 平成23年 12月

静岡県三島市 平成23年 06月

静岡県磐田市 平成23年 05月

静岡県静岡市 平成20年 10月

愛知県清須市② 平成27年 05月

愛知県江南市② 平成26年 07月

愛知県北名古屋市 平成25年 06月

愛知県稲沢市② 平成25年 04月

愛知県大府市 平成25年 04月

愛知県大治町 平成25年 02月

愛知県豊田市 平成24年 12月

愛知県新城市 平成24年 07月

愛知県あま市 平成24年 05月

愛知県大口町 平成24年 02月

愛知県岩倉市 平成24年 01月

愛知県蟹江町 平成23年 07月

愛知県小牧市 平成22年 05月

愛知県西尾市 平成21年 02月

三重県紀宝町 平成27年 0５月

三重県玉城町 平成27年 04月

三重県川越町 平成27年 03月

三重県松阪市② 平成27年 01月

三重県亀山市 平成27年 01月

三重県尾鷲市 平成26年 11月

三重県四日市市 平成26年 10月

三重県朝日町 平成26年 10月

三重県大台町 平成26年 10月

三重県津市③ 平成26年 09月

三重県明和町 平成26年 08月

三重県鈴鹿市② 平成26年 07月

三重県志摩市② 平成26年 06月

三重県鳥羽市② 平成26年 02月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月

甲　

信　

越
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部

中 

　

部

三重県南伊勢町 平成25年 12月

三重県熊野市 平成25年 07月

三重県伊勢市② 平成25年 03月

三重県桑名市② 平成24年 10月

三重県東員町 平成22年 09月

三重県いなべ市 平成21年 12月

三重県名張市 平成21年 10月

滋賀県長浜市 平成2７ 年 05月

滋賀県彦根市② 平成26年 11月

滋賀県近江八幡市 平成26年 03月

滋賀県守山市② 平成25年 04月

滋賀県大津市② 平成24年 12月

滋賀県湖南市 平成24年 06月

滋賀県東近江市② 平成24年 05月

滋賀県愛荘町 平成23年 12月

滋賀県甲賀市 平成23年 05月

京都府京都市 平成27年 03月

京都府長岡京市② 平成26年 05月

京都府八幡市② 平成25年 10月

京都府城陽市 平成25年 07月

京都府京田辺市② 平成25年 03月

京都府福知山市 平成24年 12月

京都府南丹市 平成23年 05月

京都府亀岡市 平成22年 06月

京都府木津川市 平成22年 05月

京都府向日市 平成21年 05月

大阪府大東市③ 平成27年 0５ 月

大阪府泉南市③ 平成27年 03月

大阪府富田林市③ 平成27年 01月

大阪府箕面市③ 平成27年 01月

大阪府島本町 平成26年 12月

大阪府忠岡町 平成26年 12月

大阪府枚方市② 平成26年 07月

大阪府摂津市 平成26年 07月

大阪府岸和田市④ 平成26年 05月

大阪府守口市② 平成26年 05月

大阪府柏原市② 平成26年 05月

大阪府八尾市② 平成26年 01月

大阪府熊取町② 平成26年 01月

大阪府大阪市② 平成25年 12月

大阪府泉大津市② 平成25年 12月

大阪府貝塚市② 平成25年 11月

大阪府門真市 平成25年 05月

大阪府泉佐野市② 平成25年 02月

大阪府東大阪市 平成25年 01月

大阪府豊能町② 平成24年 12月

大阪府藤井寺市② 平成24年 10月

大阪府岬町 平成24年 09月

大阪府高石市 平成24年 06月

大阪府池田市② 平成24年 04月

大阪府松原市② 平成24年 02月

大阪府和泉市② 平成24年 01月

大阪府阪南市② 平成24年 01月

大阪府豊中市 平成23年 07月

大阪府河内長野市 平成22年 11月

大阪府交野市 平成22年 05月

大阪府堺市 平成21年 02月

大阪府羽曳野市 平成21年 01月

大阪府茨木市 平成20年 10月

大阪府大阪狭山市 平成19年 11月

兵庫県猪名川町② 平成27年 03月

兵庫県上郡町 平成27年 03月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月
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兵庫県佐用町 平成27年 03月

兵庫県明石市② 平成26年 12月

兵庫県丹波市② 平成26年 11月

兵庫県太子町 平成26年 08月

兵庫県西宮市② 平成26年 07月

兵庫県三田市 平成26年 06月

兵庫県加東市 平成26年 05月

兵庫県豊岡市③ 平成26年 03月

兵庫県播磨町 平成26年 01月

兵庫県川西市 平成25年 12月

兵庫県養父市② 平成25年 10月

兵庫県尼崎市 平成25年 07月

兵庫県宍粟市② 平成25年 01月

兵庫県宝塚市 平成24年 12月

兵庫県加古川市 平成24年 05月

兵庫県加西市 平成23年 07月

兵庫県相生市 平成21年 12月

奈良県王寺町 平成27年 05月

奈良県宇陀市② 平成27年 03月

奈良県広陵町 平成27年 03月

奈良県橿原市③ 平成26年 10月

奈良県天理市② 平成26年 09月

奈良県生駒市③ 平成26年 09月

奈良県大和郡山市② 平成25年 07月

奈良県斑鳩町 平成23年 04月

奈良県桜井市 平成22年 10月

奈良県大和高田市 平成22年 02月

奈良県奈良市 平成21年 11月

和歌山県和歌山市② 平成26年 05月

和歌山県湯浅町 平成25年 10月

和歌山県海南市 平成24年 05月

和歌山県新宮市 平成23年 05月

鳥取県湯梨浜町 平成26年 09月

鳥取県米子市② 平成26年 03月

鳥取県岩美町 平成26年 03月

鳥取県琴浦町 平成25年 11月

鳥取県境港市 平成25年 06月

鳥取県鳥取市② 平成24年 10月

鳥取県倉吉市 平成23年 06月

島根県江津市② 平成2７ 年 05 月

島根県安来市 平成26年 11月

島根県出雲市② 平成26年 10月

島根県益田市 平成26年 10月

島根県松江市 平成26年 06月

島根県浜田市 平成25年 02月

岡山県真庭市② 平成27年 03月

岡山県勝央町 平成27年 01月

岡山県笠岡市 平成26年 11月

岡山県津山市③ 平成26年 06月

岡山県備前市 平成26年 01月

岡山県岡山市 平成25年 07月

岡山県倉敷市 平成25年 03月

岡山県新見市 平成25年 03月

岡山県赤磐市 平成24年 08月

岡山県美作市 平成24年 05月

岡山県高梁市 平成23年 06月

岡山県玉野市 平成23年 05月

岡山県総社市 平成22年 03月

島根県廿日市市 平成2７ 年 05 月

広島県福山市② 平成26年 11月

広島県府中市 平成26年 10月

広島県広島市② 平成26年 03月

共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月 共同発行自治体 発行年月
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共同発行自治体 発行年月

※自治体名の語尾に記載しております囲み数字は
　改訂版数を示しております。

広島県尾道市 平成26年 03月

広島県神石高原町 平成26年 01月

広島県江田島市 平成25年 10月

広島県庄原市 平成24年 06月

広島県大竹市 平成23年 12月

広島県竹原市 平成22年 10月

山口県周南市② 平成26年 05月

山口県下関市③ 平成26年 03月

山口県防府市② 平成25年 07月

山口県美祢市 平成25年 06月

山口県山陽小野田市 平成24年 08月

山口県岩国市 平成23年 11月

山口県宇部市 平成23年 05月

山口県下松市 平成21年 10月

徳島県藍住町 平成27年 04月

徳島県板野町 平成27年 02月

徳島県鳴門市③ 平成27年 01月

徳島県阿波市 平成26年 12月

徳島県三好市② 平成26年 11月

徳島県北島町 平成26年 05月

徳島県小松島市 平成26年 01月

徳島県吉野川市② 平成25年 06月

徳島県美馬市 平成25年 06月

徳島県徳島市② 平成25年 01月

徳島県阿南市 平成23年 03月

香川県丸亀市② 平成27年 01月

香川県三豊市 平成25年 02月

愛媛県今治市 平成24年 07月 

高知県香南市 平成2７ 年 0５ 月

福岡県行橋市 平成2７ 年 0５ 月

福岡県北九州市 平成27年 03月

福岡県宗像市 平成27年 03月

福岡県粕屋町② 平成26年 12月

福岡県大木町 平成26年 11月

福岡県嘉麻市 平成26年 10月

福岡県飯塚市③ 平成26年 07月

福岡県筑紫野市② 平成26年 07月

福岡県宮若市② 平成26年 07月

福岡県香春町 平成26年 07月

福岡県大川市 平成26年 06月

福岡県朝倉市 平成26年 05月
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四 

国

中 

国 

・ 

四 

国

共同発行自治体 発行年月
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縄

福岡県糸田町 平成26年 03月

福岡県田川市② 平成26年 01月

福岡県大刀洗町 平成26年 01月

福岡県新宮町 平成25年 12月

福岡県中間市③ 平成25年 10月

福岡県みやま市 平成25年 08月

福岡県須恵町 平成25年 06月

福岡県豊前市 平成24年 11月

福岡県岡垣町 平成24年 09月

福岡県大野城市③ 平成24年 06月

福岡県筑後市 平成24年 04月

福岡県久留米市 平成24年 01月

福岡県志免町 平成23年 06月

福岡県那珂川町 平成22年 09月

福岡県直方市 平成22年 05月

福岡県太宰府市 平成20年 03月

佐賀県佐賀市 平成27年 03月

佐賀県神埼市② 平成26年 10月

佐賀県有田町 平成26年 10月

佐賀県基山町 平成26年 03月

佐賀県唐津市 平成26年 02月

共同発行自治体 発行年月

九 

州 

・ 

沖 

縄

佐賀県小城市 平成25年 06月

佐賀県多久市 平成24年 11月

佐賀県鹿島市 平成23年 10月

佐賀県伊万里市 平成22年 05月

佐賀県白石町 平成22年 01月

長崎県諫早市② 平成2７ 年 05月

長崎県長崎市③ 平成25年 12月

長崎県大村市 平成24年 02月

長崎県島原市 平成22年 10月

熊本県熊本市② 平成26年 11月

熊本県宇城市 平成26年 11月

熊本県上天草市 平成26年 07月

熊本県阿蘇市 平成26年 01月

熊本県宇土市 平成25年 10月

熊本県益城町 平成25年 10月

熊本県荒尾市② 平成25年 07月

熊本県天草市 平成23年 11月

大分県大分市② 平成26年 10月

大分県杵築市② 平成26年 03月

大分県臼杵市 平成25年 09月

大分県豊後高田市 平成25年 06月

共同発行自治体 発行年月

九
州
・
沖
縄

共同発行自治体 発行年月
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大分県宇佐市 平成24年 11月

大分県国東市 平成24年 05月

大分県日田市 平成23年 10月

大分県竹田市 平成23年 07月

大分県由布市 平成23年 04月

宮崎県都城市 平成27年 03月

宮崎県えびの市 平成26年 09月

宮崎県新富町 平成26年 06月

宮崎県串間市 平成26年 03月

宮崎県高鍋町② 平成25年 04月

宮崎県日南市 平成25年 01月

宮崎県門川町 平成23年 11月

鹿児島県霧島市② 平成26年 10月

鹿児島県伊佐市 平成26年 06月

鹿児島県さつま町 平成26年 06月

鹿児島県姶良市 平成25年 12月

鹿児島県南さつま市 平成25年 10月

鹿児島県南九州市 平成24年 04月

鹿児島県出水市 平成23年 11月

鹿児島県肝付町 平成23年 09月

鹿児島県いちき串木野市 平成 23年 08月

鹿児島県曽於市 平成23年 07月

鹿児島県志布志市 平成23年 07月

沖縄県南風原町 平成27年 02月

沖縄県宮古島市 平成26年 03月

沖縄県石垣市 平成26年 01月

沖縄県豊見城市 平成24年 03月

沖縄県うるま市 平成20年 07月

沖縄県那覇市 平成19年 12月

■ 特化型行政情報誌発行実績一覧

子育てガイド
共同発行自治体 発行年月

関 

　

東

北 

海 

道･

東 

北

関　
　
　
　

東

共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月

北海道石狩市② 平成25年 03月

宮城県多賀城市 平成24年 12月

宮城県栗原市 平成22年 06月

秋田県仙北市 平成25年 04月

秋田県由利本荘市 平成25年 01月

山形県置賜地区 平成27年 03月

 

茨城県石岡市 平成27年 03月

茨城県つくば市② 平成26年 11月

茨城県常陸太田市 平成26年 02月

茨城県笠間市 平成26年 02月

茨城県土浦市② 平成26年 02月

埼玉県飯能市　　　 平成27年 05月

埼玉県川越市　　　 平成27年 03月

埼玉県北本市 平成26年 1２ 月

埼玉県朝霞市 平成26年 11月

埼玉県加須市 平成26年 10月

埼玉県上尾市 平成26年 07月

埼玉県三郷市④ 平成26年 06月

埼玉県蕨市 平成26年 06月

埼玉県狭山市 平成25年 09月

千葉県佐倉市 平成26年 10月

千葉県柏市④ 平成26年 07月

千葉県八千代市 平成26年 04月

千葉県銚子市 平成25年 12月

千葉県富里市② 平成25年 10月

千葉県我孫子市② 平成25年 01月

千葉県成田市 平成23年 08月

千葉県香取市 平成23年 06月

千葉県山武市 平成23年 04月

東京都清瀬市 平成26年 10月

東京都豊島区 平成25年 06月

神奈川県葉山市② 平成27年 03月

神奈川県大和市② 平成27年 01月

神奈川県綾瀬市 平成27年 01月

神奈川県南足柄市 平成26年 11月

神奈川県茅ヶ崎市③ 平成26年 03月

神奈川県厚木市③ 平成25年 08月

神奈川県大磯町 平成25年 05月

神奈川県鎌倉市② 平成25年 03月

神奈川県葉山町 平成24年 12月

 

新潟県十日町市 平成25年 04月

新潟県小千谷市 平成25年 03月

新潟県魚沼市 平成24年 05月

長野県岡谷市 平成26年 06月

静岡県掛川市 平成27年 03月

愛知県津島市② 平成27年 04月

三重県桑名市② 平成25年 03月

大阪府茨木市 平成26年 09月

大阪府豊中市 平成26年 06月

兵庫県伊丹市 平成26年 01月

和歌山県橋本市② 平成25年 09月

 

宮崎県宮崎市 平成22年 08月

沖縄県うるま市② 平成26年 10月

関　
　

西

九
州
・
沖
縄

中 　

部

甲  

信  

越

関  

東

中  

部

関 　
　

西

九　

州
関　
　

東

共同発行自治体 発行年月共同発行自治体 発行年月

ごみブック

東　

 

北

青森県階上町 平成20年 04月
青森県階上町② 平成24年 02月
岩手県久慈市 平成21年 03月
岩手県久慈市② 平成25年 07月

茨城県笠間市 平成26年 03月
茨城県高萩市 平成24年 02月
千葉県市川市 平成21年 04月
埼玉県羽生市   　 　平成27年 03月
神奈川県大和市   　 平成 22年 04月
神奈川県大和市②　 平成23年 04月
神奈川県大和市③ 平成25年 04月
神奈川県座間市 平成25年 10月

三重県いなべ市 平成21年 02月
三重県明和町 平成23年 02月
三重県明和町② 平成25年 07月

大阪府柏原市 平成23年 02月
兵庫県加西市 平成26年 01月
奈良県宇陀市 平成20年 02月
奈良県宇陀市② 平成23年 06月
奈良県斑鳩町 平成22年 08月
島根県大田市 平成21年 02月
島根県大田市② 平成23年 03月

徳島県鳴門市 平成20年 08月
徳島県吉野川市 平成22年 01月
徳島県石井町 平成24年 03月
山口県萩市 平成27年 0４ 月
山口県長門市 平成27年 01月

福岡県筑後市 平成23年 03月
鹿児島県南九州市 平成23年 07月
鹿児島県北薩地区 平成21年 03月

福祉ガイド

関　
　

東

関　

西

九　
　

州

中　

部

共同発行自治体 発行年月

神奈川県厚木市 平成21年 04月
神奈川県厚木市② 平成22年 05月
神奈川県厚木市③ 平成23年 03月
神奈川県厚木市④ 平成24年 04月
神奈川県厚木市⑤ 平成25年 04月
神奈川県厚木市⑥ 平成26年 03月
神奈川県厚木市⑦ 平成27年 04月
 
三重県鈴鹿市 平成21年 08月
三重県桑名市 平成23年 03月
三重県桑名市② 平成24年 03月
三重県桑名市③ 平成25年 03月
愛知県江南市 平成24年 09月
 
滋賀県湖南市 平成23年 03月
滋賀県湖南市② 平成24年 03月
滋賀県湖南市③ 平成25年 03月
滋賀県湖南市④ 平成26年 04月
滋賀県湖南市⑤ 平成27年 04月
 
福岡県福津市 平成21年 02月
福岡県福津市② 平成22年 03月
福岡県福津市③ 平成23年 03月
福岡県宗像市 平成23年 03月
福岡県宗像市② 平成24年 03月

中
国
・
四
国

ごみブック福祉ガイド

■ 市民便利帳発行実績一覧

1Chapter
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※別途添付しております原寸デザイン案もご参照下さい。

利便性 読みやすさ
本文は2段組みに
することで、長文が
続く説明文も、読
みやすい長さに配
列されます。

記載情報を分かり
やすくする為に内
容ごとに大見出し
を表示します。
また、問合せ先情
報を掲載し利便性
を高めます。

区別性

連動性
記載情報の内容と
連動した地域事業
者の広告が掲載さ
れます。

行政情報デザイン案

検索性
各項目を色分け
し、見出しの文字
をより大きくするこ
とで、更に情報の
検索性を高めま
す。

Check!

テキスト情報にあわせ、図表やアイキャッチとなるイラストを用いて、分かりやすく使いやすいデザインにします。

行政情報と広告枠
の間に罫線を引き
「広告」と表示する
ことで、情報と広
告の区別をつけま
す。

4Chapter

14


