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不審者情報は、校区や

時間帯、服装を、感染

症情報は、学級・学年

閉鎖の学校名を詳細

に把握できます。

詳細な情報で
注意喚起！

ほっとメールに登録すると、ツイッターと同じ

内容をメールでも受け取れるほか、英語、ポ

ルトガル語など5言語で見ることができます。

多言語にも対応！ほっとメールを併用しよう

豊橋市役所ＪＫ広報室

豊橋まちなか
情報ステーション

穂の国とよはし
芸術劇場ＰＬＡＴ

市内の 防犯 、交 通 安

全・感染症情報、消費

生活など安全・安心に

関する情報を入手でき

ます。

豊橋で暮らす人々の姿

や日常のひとコマなど、

毎日違う豊橋を見るこ

とができます。

勉強コーナーの設置や、市

内の飲食店などの割引クー

ポンといった、高校生限定の

お得な情報を入手できます。

プラットで開催する演劇

や講座、チケットの販売

情報などを閲覧できます。

歩行者天国や、マルシェな

ど、まちなかで行うイベント

情報などを確認できます。

特 集

市内の施設や飲食

店などから協力を

得て、豊橋を満喫

できるクーポンを

配信しています。

まちなかでは、さまざ

まなイベントを開催して

います。お出掛け先に

迷った時は、こちら

をチェックして

ください！

私にやってほしい企画が

あれば教えてください！

書店などで販売中！

市政情報番組「とよはしNOW」や市のプロモーションビデオなど、豊橋の旬な情報を

見ることができます。

ツイッターインスタグラム

ライン

フェイスブック

クラストコ

ええじゃないか豊橋チャンネル
ユーチューブ

人気SNS

第1位

人気SNS

第2位

　ツイッターやラインなどのSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）のほか、アプリ

（アプリケーション）など、今や大半の方がさまざまな手段で情報を収集できるように

なりました。市でも、あらゆる形で生活に役立つ情報をお届けしています。

　今回は、とよはしインターネットモニターなど203人に緊急アンケートを実施！その

結果から利用者に人気の高かったSNSやアプリ、そのおすすめポイントを紹介します。

問合せ：広報広聴課（☎51・2164）

情報をキャッチ!
SNSを利用していますか？

87.1％

YES

NO

豊橋市防災・安全・
安心情報

information

information

市政情報番組「とよはしNOW」のコーナー、「ウガモト ヨナシロ 

デミのやってみた！」は、サーフィンや消防士などさまざまな体

験を通して、豊橋の一面を紹介する体当たり企画。視聴回数が

4,000超えの回もあるほど、人気上昇中の動画です。

「やってみた！」シリーズの視聴回数が４,０００超の回も！！

市の 魅 力や 豊橋 ならで は の 趣

味・余暇など過ごし方を提案する

冊子「クラストコ」を200円で販売

しています。インスタグラムと冊子

を見れば、あなたも豊橋ツウ！？

ライフスタイルブック「クラストコ」にも注目！

CH ECKインスタグラムの更新

者は広報広聴課の女

性職員！女性の視点で

の投稿やコメントの返

信など、親近感がわくこ

と間違いありません！

更新者との
距離が近い！！

CH ECK

CH ECK

勉強コーナーの設置は高校生の声から生まれた企

画の一つ！ラインのメッセージやアンケートから高校

生の意見を募集しています。

高校生の声が形に！
CH ECK

広報広聴課

ウガモト ヨナシロ デミ

広報広聴課

竹田 佳子

広報広聴課

大場 紀宜

アンケートの声

市内の写真スポットやイベントの

ようす が 見ら れ る の で、毎 日

チェックしています。（30代女性）

不審者情報は必ずチェック

し、子どもに伝えています。

（30代女性）

アンケートの声

勉強コーナーは図書館な

どが休みの月曜日にやっ

てくれるし、お菓子や消し

ゴムがもらえるのでうれ

しいです！   （10代女性）

好きな俳優の情報を

知ることができてうれ

しいです。（40代女性）

アンケートの声

アンケートの声

100%

4,872回視聴
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さんあ～る

のってみりん

母子健康手帳

居住地域のごみ収集日や分別方法などを確認できま

広報とよはしをスマート

フォンなどで見られるほか、

ポルトガル語、スペイン語

など9言語に変換して読

むことができます。

市電やコミュニティバ

スの現在位置を確認

できます。

子どもの年齢に合わ

せて、市から予防接種

や健診の情報を入手

できるほか、日々の成

長を記録できます。

iOS Android

iOS Android

iOS Android

健康マイレージ外にいる時でも、広報

とよはしを確認する

ことができますよ！

歩数や体重を記録し、グラフ化することで、日々の健康管理ができます。

iOS Android

人気アプ

リ
第1位

人気アプ

リ

第2位

自分の居住地域を設定することで、ごみ収

集日を事前に通知してくれます。

ごみ出しを忘れない！

分別検索や早見表で捨て方が分かるほか、

「ごみゼロの日は何月何日？」など、クイズ形式

でごみに関する知識を深めることができます。

これであなたもごみ博士！？

CH ECK

以前はごみ出しをよく忘れていましたが、忘

れることがなくなりました！   （40代男性）

市電に乗る時は必ず

位置を確認して、家

を出るようにしてい

ます。  （40代男性）

Ｃａｔａｌｏｇ Ｐｏｃｋｅｔ
カタログ ポケット

総合や年齢層別で歩数がランキング化されるので、

競争心に火が付きます!!

ランキング化することで燃える競争心！

歩数で稼いだポイントを貯めること

で記念品が当たるほか、飲食店な

どで割り引きされる優待カード（まい

か）が応募者全員にもらえます。

歩いたご褒美をＧＥＴ！

CH ECK

同じアプリを入れておけば、家族で子ども

の情報を共有できるので、病院で問診票

を記入する際も、出生時の体重や予防接

種歴などで迷うことがなくなります。

情報共有で病院でも困らない！

スマートフォンで撮影した写真を日記と共に保

存できるので、アルバムとしても活用できます。

写真と日記でオリジナルアルバム

CH ECK

ポイントが貯まってい

くのが楽しく、運動を

するきっかけになりま

した！  （20代女性）

会社の仲間とグループを作り、歩数

を争うことで、社内の健康増進につ

ながります。

会社ぐるみで健康づくり

記事ごとに大きく表示できるほか、読み上げ機能があるの

で速度や声色などを自分好みに合わせて聞くことができます。

見やすく、聞きやすく！
CH ECK

ほっトラムなど車両の形式から装飾まで詳細

が分かります。ビール電車もありますよ!!

お気に入りの市電に乗れる！

停留所をお気に入りに追加することができ、

「5つ前の電停を通過」「2つ前の電停に停車

中」など停留所を通過したタイミングなどを確

認できます。

車両の位置を追跡！
CH ECK

広報広聴課

佐藤 知沙子

アンケートの声

アンケートの声

アンケートの声

100%

妊娠中の食べ物の注意

点から、産後の子育ての

アドバイスまで細かく書

かれていて、とても助か

りました。 （30代女性）

アンケートの声
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アンケートの声

広報とよはし 令和元年9月11


