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葛飾区政策経営部情報政策課
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 東京都（特別区）の
北東部に位置

 面積 34.80㎢
 世帯数

234,549世帯

 人口 463,099人
（うち外国人21,839人）

男 231,382人

女 231,717人

 職員数 2,972人
 一般会計予算 1,962億円

（平成31年４月現在）
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スマートフォンアプリとは

「アプリ」とは、「アプリケーショ
ン」の略語で、スマートフォンに入れて
使えるさまざまなソフトウェアのこと。
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「アプリ」でできること

「アプリ」をダウンロードした区民等
に対し、各種行政情報を配信することが
できる。
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子育て

観光



スマートフォンの急速な普及

ここ最近、スマートフォンの保有率が
急速に増加してきている。

【主な情報通信機器の保有状況（世帯）】
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若年層の広報紙離れ

世論調査において、若年層（20歳代・
男性）全体のおよそ半数が区の広報紙を
読んでいないことが判明。

【広報紙から情報収集する人の割合】

20歳代男性 52.9％

20歳代女性 71.8％
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自治体によるアプリの活用

スマートフォンの急速な普及につれ、
自治体においても、さまざまな行政情報
について、スマートフォンアプリを活用
した情報配信を行う事例が増えてきた。
足立区 墨田区

ごみ出し 子育て

アプリ アプリ
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自治体アプリの課題

多くの自治体では、情報の分野ごとに
アプリを提供しており、利用者は、欲し
い情報の分野の数だけアプリをダウン
ロードしなければならない。
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利用者は、関心の無い分野のアプリは
ダウンロードしないため、区が配信した
い対象者と利用者に乖離が発生する。
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解決策

利用者が複数のアプリをダウンロード
しなくても済むように、行政情報をまと
めた「総合アプリ」を開発する。
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総合アプリ



複数アプリのダウンロードが不要

葛飾区に関するアプリが総合アプリひ
とつとなるため、複数のアプリをダウン
ロードしなくて済む。
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子育て

観光



あまり関心が無い分野への誘導

一つ関心がある分野があり、それを
きっかけにダウンロードすることにより、
あまり関心がなかった分野についても関
心を持つきっかけになる。
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幅広く区民に周知できる

総合アプリであるため、葛飾区転入時
や各種イベントなど、どんな場面であっ
ても周知が可能である。
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総合アプリの構造
【機 能】

「ＡＲ」や「スタンプラ

リー」など、各情報の分野

に特化したページ。

【お知らせ】

事前登録内容をもとに、

利用者にあった情報を配信。

【Headlines】

利用者の属性に関係なく、

幅広い情報を配信。
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【機能の紹介】

モンチッチＡＲ機能

新小岩駅周辺において、モンチッチと
一緒に写真撮影ができる。
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キャプテン翼銅像めぐりスタンプラリー機能

区内にある「キャプテン翼」のキャラ
クター銅像を巡り、アプリ上でスタンプ
を集め、すべて集めるとオリジナル画像
が手に入る。
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電子母子手帳機能

子どもの身長・体重などの記録や予防
接種のスケジュール管理ができる。
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わたしの便利帳／外国人向け生活ガイ
ドブック電子書籍機能

区民や外国人向けの暮らしのガイド
ブックを電子書籍化することにより、い
つでもアプリから見ることができる。
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ごみ分別ゲーム機能

ゲームでごみの分別について学べると
ともに、ポイントに応じて区内店舗で使
えるクーポンを入手することができる。
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アクティブユーザ数増加を目指し、引
き続き機能の追加を行う。今年度は、
「ＡＩチャットボット」と「かつしか郷
土かるた」の機能を追加する。
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ＡＩチャットボット機能

「ＡＩチャットボット」とは、ＡＩが
自動で区民等の質問に回答してくれるシ
ステムのこと。

ＡＩが自動で回答するため、原則２４
時間３６５日いつでも回答できる。
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ＡＩチャットボット機能

今年度は、「粗大ごみ・ごみ分別」と
「住民票等の手続」について、ＡＩ
チャットボットを構築予定（１２月）。

これにより、区民サービスの向上を図
るとともに、事務の効率化を図る。
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かつしか郷土かるた機能

「かつしか郷土かるた」とは、ふるさ
と葛飾への郷土愛の醸成を図るために生
まれたかるたのこと。

毎年子どもたちによる競技大会も開催
されている。
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かつしか郷土かるた機能

アプリ上で札に詠まれた場所を示し、
札ゆかりの場所を巡り、クイズに答える
ことで札を取っていき、４４枚すべてを
集めて遊ぶ。また、フォトフレーム機能
も搭載する（１０月末リリース済み）。
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チラシの配布

総合アプリのチラシを作成し、転入時
や母子健康手帳交付時に配布する。
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広報かつしか・区公式ホームページ

区の広報紙「広報かつしか」や区公
式ホームページに掲載し、周知する。
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ツイッター・フェイスブック

区公式のツイッターやフェイスブッ
クにも掲載し、周知する。
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周知と機能強化

令和元年８月時点における累計利用者
数は約８万７千件と、約４６万区民を踏
まえると、まだまだ少ないといえる。

このため、引き続き周知が必要である
とともに、機能強化も必要である。

今後も、区民ニーズの把握に努め、引
き続き区民が求める機能強化について検
討する必要がある。
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アクティブユーザ数の増加

総合アプリは、一度ダウンロードして
もらっただけでは意味がなく、使い続け
てもらうことに意味がある。

このため、単純な利用者だけでなく、
アプリを継続的に利用する人（アクティ
ブユーザ）をどのように増やしていくか、
機能強化等を含め検討する必要がある。
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他サービスとの棲み分け・連携

スマートフォンアプリは、すでに
「Facebook」や「twitter」、
「LINE」など、さまざまなアプリが存在
する。

このような状況の中で、サービスの棲
み分けや他サービスとの連携について、
どのように進めて行くべきか検討する必
要がある。
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総合アプリは「情報ごと
にダウンロードしなけれ
ばならない手間」や「利
用者の関心との乖離」と
いったこれまでのアプリ
の課題を解決するもの。

引き続き周知や機能の追
加を図り、区民サービス
や地域の魅力の向上等を
図っていきたい。
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	�「葛飾区総合アプリ」で�区民サービス・地域の魅力向上！
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