
マチを好きになるアプリ「マチイロ」への広報紙配信のご案内【無料】
TEL:092-716-1480　株式会社ジチタイワークス マチイロ運営事務局
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マチイロ

ダウンロードはこちら

ご質問・お問合せ先

HPの情報も
まとめてチェック！

住民以外の人にも
情報が届く！

プッシュ通知で
発行をお知らせ！

住民も自治体も
無料で使える！

無料で広報紙をアプリ配信できる
のご案内

マチと住民の距離がグッと近くに！

全国約900※自治体で導入中！
年度内の導入で当年度分のバックナンバーの登録が無料！

※2021年6月末日時点



広報紙のスマホ対応、出来てますか？
住民からの「広報紙が届かない」、「スマホ対応してほしい」という声や、
庁内からの「広報紙って見られてるの？」という声、ありませんか？

当社では、自治体広報の要となる広報紙を簡単な操作のみ、
かつ無料で、スマホで配信することが可能なアプリ「マチイロ」を運営。
おかげさまで全国約900※の自治体に導入をいただいております。

自治体が発信するプレスリリース、ふ
るさと納税に関する最新情報など、マチ

イロのユーザーと親和性の高い情報をコンテ
ンツとして展開しています。

各自治体のホームページから配信さ
れているRSS情報をサーバーに登録し、
1日2回最新情報をアプリに配信していま
す。登録した興味のある分野ごとにカテゴリー
ページを作成し、読者の興味に合わせた情報
配信が可能となっています。

マチイロ
の機能

広報紙がサクサク読める！
マチイロでは、アプリを開く→読みたい号を開く、の2ステップだ
けで広報紙を読むことができ、読者登録をすれば発行日にプッ
シュ通知でお知らせが届きます。さらに、議会だよりやイベント
情報も配信されるほか、導入いただいている約900の自治体の
広報紙をすべて無料で読むことができます。

ＨＰの新着情報も
見られる！

行政情報と接する
きっかけになる！

マチイロ
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※2021年6月末日時点

自治体もユーザーも
無料で使えます！！
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　マチイロ導入のきっかけは、転入者の方から「これから川俣町に転入予定ですが、マチ
イロで広報紙を読めますか？」と聞かれたことです。
　導入前は毎月自分でアップする作業が大変じゃないか、ちゃんと配信されるのか、など
の不安がありましたが、いざやってみると非常に簡単で負担は感じません。
　困ったときは、電話越しですが、まるで顔が見えるような温かい対応をしていただき安心
です。
　依然、紙媒体を根強く支持する高齢者に対し、紙を開くことさえ億劫に感じる若い世代
や子育て世代（20～40代）にもマチイロを通じて広報紙を読んでもらえるようになり※、導入
してよかったと思います。また、町民の皆さんや他市町村の自治体職員から「見たよ」と声を
かけていただくことが、私自身のモチベーションにもつながっています。

マチイロ導入自治体の声マチイロ導入自治体の声

福島県川俣町
総務課文書広報係

斎藤 健太郎さん

福岡県福智町
まちづくり総合政策課
広報・広聴係

日吉 由香さん

熊本県菊池市
市長公室広報交流係

野中 英樹さん

若い世代や子育て世代にも
広報紙を見てもらえるようになった。

　広報の研修会で全国の自治体広報担当者と会ったとき、周囲がスマホから簡単にいろ
んな自治体の広報紙を見ていて「福智町は導入してないんですね」と言われたことをきっ
かけにマチイロを知りました。今回、HPのリニューアルと合わせてスマホ版HPも作ること
になり、そのタイミングで導入を決めました。
　作業自体も、導入自治体に事前に聞いたりしていましたが、みんな口をそろえて簡単だ
と言っていた通り何も難しくなく、導入の手続きから広報紙のアップ作業まで簡単に出来
ました。ただ、今PDF作成に少々手間がかかっているので、今後は見開きのPDFのまま
アップできるとありがたいですね。
　今後、マチイロによって、今よりももっと気軽に住民の方が町（や町の発信する情報）に
興味を持つきっかけになればと思います。

導入の手続きも広報紙のアップ作業も簡単。

　マチイロを導入する前からネットとの親和性というのは今後の課題と感じていました。
WEB上の他社サービスを使ってみたものの、正直これといったアプリがないと感じてい
た中でマチイロを知り、無料であればやってみようか、と導入を決めました。導入後は、
市民から「バックナンバーを見ることができて便利※」という声がありました。
　これからの時代、いろんなメディアを使って多角的に情報発信することが必須になる
中で、従来とは違った形で菊池の魅力を発信することにつながっていると思います。な
くてはならないツールですね。

自治体広報がネットとの親和性を高めていく上で、
マチイロはなくてはならないツール。

※マチイロ利用者属性はP.3をご覧ください。

※バックナンバー：詳細はP.4をご覧ください。

導入：2017年3月～

導入：2014年11月～

導入：2018年1月～
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900約
自治体で導入中

●自治体にとってはいいことしかないアプリなので、ことあるごとに他市町村担当者にいいですよと拡散している。
●市民から、スマホから見ることができて便利、という声をいくつもいただいています。
●更新作業が簡単で、アップまでに掛かる時間が非常に早く感謝しています。
●いつも迅速なご対応をしていただいており、大変ありがたいと思います。

全国の読者に自分のマチの広報紙が
読まれるチャンス！

広報紙のほかに議会だより、イベント情報も無料で配信可能！

広報紙PDFをアップロードするだけの
簡単操作！

広報紙になじみがない若者にも
届けることができる！

男性 51.7% 女性 48.3%

※マチイロ改善のためのアンケート
（N=1708／平成29年1月24日）

職業（女性）

専業主婦 27.7%
パート 24.3%
会社員・役員 24.2%
公務員 8.3%

職業（男性）

会社員・
役員 47.2%
公務員 16.8%

年　代

40代 27.2%
30代 23.4%
50代 20.2%

マチイロ
利用者属性
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※自治体職員向けアンケート
（平成27年12月22日）

メリット   自治体for

メリット   住民for

自治体
職員の声

●広報紙を読むのにとても便利で重宝しています。
●こういうアプリは今までなかったので、とても良いアプリだと思う。
●現在、住んでいる地域はもちろん、故郷の広報が読めることが嬉しいです。
●子供が参加できるイベントが探せて助かります。

ユーザー
の声

ふるさと登録機能で離れたふるさとの
情報をタイムリーにキャッチ！

通勤途中などのスキマ時間に
手軽に広報紙が読める！

発行日にお知らせが届くので
大切な情報を見逃さない！

新着情報やイベント情報も
まとめてチェック！

読者登録機能で気になる自治体の
広報紙が読める！

※2021年6月末日時点



広報紙の
PDF

協定書（案）や運用の手引きをご準備しております。ご興味
お持ちいただけた場合、ぜひお問合せください。また、実施
の決裁が完了しましたら協定書ドラフト内の自治体名と署名
欄を修正の上、メールにてご送付ください。

検　討

当社より協定書原本を2部郵送させていただきますので、
首長印を捺印の上、一部ご返送をお願いいたします。協定締結

マチイロ管理画面用のアカウントを発行させていただきます。
アカウント
発行

テスト配信にて操作をご確認いただきます。
操作は簡単ですが、何かあれば事務局がしっかりとフォローを
いたしますのでご安心ください。

テスト配信

テスト配信のご確認後、ご希望の日より本配信開始となり、
その日以降、アプリ上での検索と配信が可能になります。
毎号の配信については配信予約が可能ですので、発行日前に
登録いただければ、あとは配信を待つのみです。

本配信

検討～配信まで

導入及び広報紙の配信に関しましては、無料でご利用いただけます。
将来的には、当社ならびにパートナーが提供する任意の付帯サービスを一部有償にてご紹介する可能性がございます。

本当に無料ですか？

PDFファイルを管理画面よりアップロードいただく必要がございます。 ※所要時間約5分 
協定締結後に発行されるアカウントを使用して、管理画面からアップロードをしていただきます。

自治体側で何か作業が必要？

インターネットに繋がるパソコンをご準備いただければ、お気軽に始めることができます。 操作自体はとても簡単です。 

アップロードに必要な環境は？

通常は協定締結後1週間～10日で、お急ぎの場合は検討から最短３日程度で配信開始が可能です。

どのくらいで配信開始できますか？

協定締結日を含む年度の初めより掲載可能でございます。そのため、年度内の導入をお勧めしております。 

過去の広報紙（バックナンバー）はどこまでさかのぼって登録できますか？

事前にご連絡とご説明をしたうえで、当社およびパートナーの運営するウェブメディアでの再配信を実施する可能性がございます。

アプリ以外に再配信されることはありますか？

Q

Q

Q

Q

Q

Q

よくあるご質問

管理画面上に
広報紙のPDFを
ドラッグ＆ドロップ
するだけの

簡単アップロード
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https://machiiro.town/map

運営会社情報（お問合せ先）
株式会社ジチタイワークス
〒810－0022　福岡市中央区薬院1－14－5　MG薬院ビル7F
092－716－1480（代表）
092－716－1467
代表取締役社長　時津孝康
官民連携・自治体同士の連携の促進を目的とする
媒体発行・プロモーション支援事業等

会 社 名
本店所在地
電 話 番 号
F A X 番 号
代 表 者
事 業 内 容

導入実績 約900自治体
【都道府県】
新潟県／東京都／★山梨県／大阪府／★滋賀県／福岡県

【政令指定都市】
札幌市／★浜松市／★京都市／広島市／★北九州市／福岡市

【その他市町村】
★福島県川俣町／秋田県秋田市／★神奈川県厚木市
埼玉県所沢市／★茨城県水戸市／山梨県南アルプス市
★奈良県生駒市／静岡県沼津市／★兵庫県宝塚市
高知県坂出市／★熊本県菊池市／佐賀県武雄市
福岡県太宰府市／沖縄県那覇市 その他多数

マチイロ

マチイロ　配信中

ダウンロードはこちら

※2021年6月末日時点

★は公益社団法人日本広報協会「全国広報コンクール受賞自治体（平成27～29年）

すべての導入自治体は下記よりご確認いただけます。

北海道

43

東北

71

関東

211

中部

229

近畿

149四国

34

九州・沖縄

155

中国

46

広報コンクール
受賞自治体も
多数導入中！


