
Facebook（フェイスブック）

　市政に関する出来事やイ　市政に関する出来事やイ
ベントの様子など、最新の情ベントの様子など、最新の情
報をほぼ毎日お届けしてい報をほぼ毎日お届けしてい
ます。ます。
　フォロワーは 2,557 人！　フォロワーは 2,557 人！
（1月 15日時点）（1月 15日時点）
　各投稿は平均して 1,000 人各投稿は平均して 1,000 人
の方に閲覧していただいての方に閲覧していただいて
います！います！

　▶　▶小牧市の最新の情報を随時更新！小牧市の最新の情報を随時更新！

　　皆さんの「      いいね！」お待ちしています！　　皆さんの「      いいね！」お待ちしています！

フォロワーフォロワー

 2,5002,500人超！人超！

YouTube（ユーチューブ）

総再生回数総再生回数

 ３５万３５万回超！回超！

　ケーブルテレビにて放送　ケーブルテレビにて放送
中の「小牧市市政だより」を中の「小牧市市政だより」を
はじめ、市 PR動画など市政はじめ、市 PR動画など市政
情報を発信しています。情報を発信しています。
　チャンネル登録者は520人！チャンネル登録者は520人！
（1月 15日時点）（1月 15日時点）
　4,000 回以上再生されて　4,000 回以上再生されて
いる動画もあるためぜひごいる動画もあるためぜひご
覧ください！覧ください！

　▶　▶総踊りの振付動画は 4,000 再生超え！総踊りの振付動画は 4,000 再生超え！

    市内のイベントに行けば出演できるかも！？    市内のイベントに行けば出演できるかも！？

広報広聴課
尾崎

GO
!

check!

YouTube の公式チャンネルは

総再生回数 35万回超！

4,000 回以上再生されている

動画も！

フェイスブックでは写真も

たくさん投稿しているから

ぜひ「いいね！」してね！

小牧の情報に詳しくなっ

ちゃうかも！ほかにも便利

なツールがまだまだあるん

ですよね？？

もちろん！次ページ

からどんどん紹介し

ていくね！

ググッ

びしっ
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　インスタグラムや LINE などの SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）やスマホアプリ
など、スマートフォンの普及によりさまざまな手段で情報を収集できるようになりました。
　今回は、市が発信している有益な情報をいち早くキャッチし、小牧での生活を充実させられる
SNS・スマホアプリなどの各種ツールをご紹介します。

　インスタグラムや LINE などの SNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）やスマホアプリ

市の情報をいち早くキャッチ！

InstagramInstagram

こまきで情報キャッチ LIFE ！

CASE 1
こまきの旬な市政情報が知りたい！

市政情報編

etc...

市公式ホームページ
マイ広報紙

　市の情報発信のメイン　市の情報発信のメイン
となるツール。大抵のことなるツール。大抵のこ
とはここで調べられちゃとはここで調べられちゃ
います！います！

　広報こまきがスマ　広報こまきがスマ
ホで読めるアプリ。ホで読めるアプリ。
興味のある項目をあ興味のある項目をあ
らかじめ設定すればらかじめ設定すれば
自分に合わせた情報自分に合わせた情報
が届く機能もが届く機能も！！

　PC 向けの広報　PC 向けの広報
こまき閲覧ツーこまき閲覧ツー
ル。カテゴリごとル。カテゴリごと
に必要な情報を入に必要な情報を入
手できます！手できます！

問合先：広報広聴課（☎ 76‐1101）

広報広聴課
間野

広報広聴課
水野

広報広聴課
岡澤

へぇ～すごい！

小牧の市政情報ってど

うやって手に入れたら

良いんだろう？

へぇ～すごい！

まずは市公式ホームページ

や広報こまきをチェック！

広報こまきはスマホでも読

めるんだよ！

ほかにも Facebook や

YouTube の公式チャン

ネルもおすすめ！

う～ん

Facebo
ok

Facebo
ok TwitterTwitter
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alko（アルコ）
すくすくこまキッズ

　市が独自開発したウォー　市が独自開発したウォー
キングアプリ。歩数、消費キングアプリ。歩数、消費
カロリー等を計測でき、ラカロリー等を計測でき、ラ
ンキング機能で自分の順位ンキング機能で自分の順位
が確認できる！が確認できる！

　緊急情報および防災関係情報を　緊急情報および防災関係情報を
登録していただいた携帯電話・パ登録していただいた携帯電話・パ
ソコンへメール配信します。ソコンへメール配信します。

　「住民票ってどうやって取るん　「住民票ってどうやって取るん
だっけ？」そんな疑問にこまき山だっけ？」そんな疑問にこまき山
が 24時間 365日お答えします！が 24時間 365日お答えします！

9,0009,000ダウンロードダウンロード          

                          突破！突破！

生年月日を入力するだけ生年月日を入力するだけ

で予防接種のスケジューで予防接種のスケジュー

ル管理をしてくれる！ル管理をしてくれる！

　忙しい子育て中のお母さん、　忙しい子育て中のお母さん、
お父さんが手軽に利用できる子お父さんが手軽に利用できる子
育て応援アプリ。育て応援アプリ。
　乳幼児のお子さんが自由に遊　乳幼児のお子さんが自由に遊
べるスペースや、子育て講座・べるスペースや、子育て講座・
イベントなどの情報が満載！イベントなどの情報が満載！

▶
i
o
s
用

▶
A
n
d
r
o
i
d
用

災害対策本部からの災害対策本部からの

情報を随時発信！情報を随時発信！

問合先：危機管理課（☎ 76‐1171） 問合先：広報広聴課（☎ 76‐1107）

問合先：保健センター（☎ 75‐6471）
問合先：【子 育 て】こども政策課（☎ 71‐8613）
　　　　【予防接種】保健センター（☎ 75‐6471）

避難情報架電・FAX配信サービス

携帯電話やスマートフォンで避難携帯電話やスマートフォンで避難
情報を受信できない方などを対象情報を受信できない方などを対象
に電話や FAXで避難情報を受け取に電話や FAXで避難情報を受け取
ることができます。ることができます。

避難情報架電・FAX配信サービス

こまき山コンシェルジュサービス

広報広聴課
上條

危機管理課
矢田

防災情報メール配信サービス

市へのちょっとした質問はこ

ちらにおまかせください！こ

まき山がお答えします☆
いざという時こそ情報を得る

ことが重要です！

ぜひご登録ください！

子育て中のお母さん、お父

さんはこちら！便利な機能

でサポートします♪

子育て世代包括支援センター
松野

チャレンジに参加して

あなたも記念品をゲット♪

保健センター
河野

保健センター
森下

市 LINE 公式アカウ市 LINE 公式アカウ

ント（P ８）のリッント（P ８）のリッ

チメニューから利用チメニューから利用

できます！できます！
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CASE 2
日々の生活に役立つ情報が欲しい！生活充実編

ごみの日ナビ

バスロケーションシステム

　「資源・ごみ収集カレンダー」　「資源・ごみ収集カレンダー」
や「資源・ごみの分け方と出や「資源・ごみの分け方と出
し方」など、ごみ出しに必要し方」など、ごみ出しに必要
な知識が詰まったアプリでな知識が詰まったアプリで
す！ごみ出しの日をお知らせす！ごみ出しの日をお知らせ
する「アラーム機能」を使えば、する「アラーム機能」を使えば、
うっかりごみ出しを忘れてしうっかりごみ出しを忘れてし
まうことがなくなるかも ･･･。まうことがなくなるかも ･･･。
ぜひご活用ください！ぜひご活用ください！

　こまき巡回バスの発車時刻や遅延状況　こまき巡回バスの発車時刻や遅延状況
等の運行情報が PCや携帯電話・スマート等の運行情報が PCや携帯電話・スマート
フォンで確認できます！フォンで確認できます！
　通勤・通学・お出かけの際、役に立つ　通勤・通学・お出かけの際、役に立つ
こと間違いなし！こと間違いなし！

　こちらもごみ出　こちらもごみ出
しに役立つ便利なしに役立つ便利な
機能が満載！機能が満載！

問合先：ごみ政策課（☎ 76‐1187）

問合先：都市整備課（☎ 76‐1138）

▲ ios 用 ▲ Android 用

さんあ～る

ごみ政策課
玉田ごみ政策課

土屋

外国人の方もごみ出しを理解できる

ように 7言語に対応！

もちろん日本語でも利用できます！

都市整備課
高柳

都市整備課
亀谷

乗りたいバスが今どこにいる

のか分かるので安心感が違い

ます！

こまき巡回バスを利用さ

れる方はこちら！

スマホなどに運行情報を

お届けします♪

乗りたいバスが今どこ乗りたいバスが今どこ

にいるのか一目瞭然！にいるのか一目瞭然！

ごみ出しといえばこれ！

操作も簡単でおすすめです！
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Instagram（インスタグラム）

　▶　▶ #lovekomaki の投稿は#lovekomaki の投稿は

　　1,200 件超（1月 15日時点）！　　1,200 件超（1月 15日時点）！

　　市 PR隊員の投稿もリポストしています！　　市 PR隊員の投稿もリポストしています！

　Instagram（インスタグラム）の市 PR隊公　Instagram（インスタグラム）の市 PR隊公
式アカウントを開設しました！式アカウントを開設しました！
　市内で撮影した好きなものやお気に入りの　市内で撮影した好きなものやお気に入りの
場所などを、ハッシュタグ「#lovekomaki」場所などを、ハッシュタグ「#lovekomaki」
を付けてインスタグラムに投稿してください。を付けてインスタグラムに投稿してください。
　投稿していただいた中から「これは！」と　投稿していただいた中から「これは！」と
思う投稿を当アカウントにてリポストさせて思う投稿を当アカウントにてリポストさせて
いただきます！いただきます！
　皆さんの素敵な投稿、お待ちしています！　皆さんの素敵な投稿、お待ちしています！

    市 PR 隊市 PR隊
公式アカウント！公式アカウント！

Instagram は #lovekomaki で

検索すると市内のおしゃれな写

真がいっぱい！今度このお店

行ってみようかな！

リポストされたら自分の投

稿がたくさんの人に見ても

らえるかも！

こまきで情報キャッチ LIFE ！こまきで情報キャッチ LIFE ！

さぁ、あなたも一緒にさぁ、あなたも一緒に

シティプロモーション課
今枝

市 PR隊長
井戸田　潤氏

#lovekomaki
を付けて投稿してね！ 映え～！

すご～い！

ハンバーグ！

いや～本当にたくさ

んのツールがあるん

だね！

自分の必要な情報が手に入る

ツールをまずは利用してみるの

がおすすめだよ！

有益な情報が手に入れば小牧で

の生活がより充実すること間違

いなしコマ！
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CASE 3
市内のお出かけ情報が欲しい！休日外出編

LINE（ライン）

Twitter（ツイッター）

　▶　▶意外と知らないイベントに出会えちゃうかも！意外と知らないイベントに出会えちゃうかも！

　　皆さんの友だち登録お待ちしています！　　皆さんの友だち登録お待ちしています！

　▶　▶投稿頻度は各種 SNSの中でも一番！投稿頻度は各種 SNSの中でも一番！

　　災害時の情報収集にも活用可能！　　災害時の情報収集にも活用可能！

友だち数友だち数

 3,7003,700人超！人超！

フォロワー数フォロワー数

 1,8001,800人超！人超！

　市内のイベント情報を中心に週数回の　市内のイベント情報を中心に週数回の
ペースで投稿しています。ペースで投稿しています。
　広報こまきの読者アンケートなど、各種　広報こまきの読者アンケートなど、各種
アンケートを実施することも。アンケートを実施することも。
　友だち数は 3,753 人！（1月 15日時点）　友だち数は 3,753 人！（1月 15日時点）
　リッチメニューにはこまき山コンシェル　リッチメニューにはこまき山コンシェル
ジュサービス（P7参照）や各種リンクなどジュサービス（P7参照）や各種リンクなど
便利な機能がいっぱい！便利な機能がいっぱい！

　市政情報や市内のイベント情報を中心に　市政情報や市内のイベント情報を中心に
随時投稿。災害時には対策本部からの情報随時投稿。災害時には対策本部からの情報
も投稿します。も投稿します。
　フォロワー数は1,821人！（1月15日時点）フォロワー数は1,821人！（1月15日時点）
　皆さんの「リツイート」・「いいね」をお　皆さんの「リツイート」・「いいね」をお
待ちしています！待ちしています！

LINE は厳選された

情報を入手可能！

お出かけの参考にな

るかも !?

週末はお祭りが

あるんだ！家族で

行ってみようかな！

Twitter は色んな情報が短

い文で投稿されるから読み

やすいね！
災害時には避難所情報など大

切な情報が届きます！

シティプロモーション課
五十君

シティプロモーション課
岩瀬

シティプロモーション課
長谷川

シティプロモーション課
朝日

わぁ
～

ふむふむ

絵文字を使ってて

読みやすい♪

要チェックです！
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Instagram（インスタグラム）

　▶　▶ #lovekomaki の投稿は#lovekomaki の投稿は

　　1,200 件超（1月 15日時点）！　　1,200 件超（1月 15日時点）！

　　市 PR隊員の投稿もリポストしています！　　市 PR隊員の投稿もリポストしています！

　Instagram（インスタグラム）の市 PR隊公　Instagram（インスタグラム）の市 PR隊公
式アカウントを開設しました！式アカウントを開設しました！
　市内で撮影した好きなものやお気に入りの　市内で撮影した好きなものやお気に入りの
場所などを、ハッシュタグ「#lovekomaki」場所などを、ハッシュタグ「#lovekomaki」
を付けてインスタグラムに投稿してください。を付けてインスタグラムに投稿してください。
　投稿していただいた中から「これは！」と　投稿していただいた中から「これは！」と
思う投稿を当アカウントにてリポストさせて思う投稿を当アカウントにてリポストさせて
いただきます！いただきます！
　皆さんの素敵な投稿、お待ちしています！　皆さんの素敵な投稿、お待ちしています！

    市 PR 隊市 PR隊
公式アカウント！公式アカウント！

Instagram は #lovekomaki で

検索すると市内のおしゃれな写

真がいっぱい！今度このお店

行ってみようかな！

リポストされたら自分の投

稿がたくさんの人に見ても

らえるかも！

こまきで情報キャッチ LIFE ！こまきで情報キャッチ LIFE ！

さぁ、あなたも一緒にさぁ、あなたも一緒に

シティプロモーション課
今枝

市 PR隊長
井戸田　潤氏

#lovekomaki
を付けて投稿してね！ 映え～！

すご～い！

ハンバーグ！

いや～本当にたくさ

んのツールがあるん

だね！

自分の必要な情報が手に入る

ツールをまずは利用してみるの

がおすすめだよ！

有益な情報が手に入れば小牧で

の生活がより充実すること間違

いなしコマ！
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