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自治体業務をサポート
行政機関との取組み紹介
株式会社 地域新聞社

About Us
地域新聞社は 1984 年の創業以来、経営理念「人の役に立つ」
「地域社会の役に立つ」
「国
家の役に立つ」に基づき地域密着型フリーペーパー「ちいき新聞」を発行してきました。
この度さらに自治体様との協働事業も含め地域の活性化をめざし、
「地域創生戦略室」
を発足させました。
理念に従い自治体様の課題解決、お役立ちに取り組んでまいります。
何卒よろしくお願い申し上げます。

「人の役に立つ」の実践。
地域に育てていただいた事業リソースを多種多様に地域へ還元。

1.

市民と接点を増やしたい

新聞折込の普及率低下を背景に、自社配布インフラを活用した全戸配布化による配布
接点の増加
弊社ポータルサイトを活用したエリア情報を欲しがるWEBユーザーに接点増を提供

2.

広報媒体をより魅力的に効率的に

地域に根差した、媒体制作ノウハウと体制を活用した魅力ある媒体作り
週75版、約300万部の媒体発行ノウハウによる効率性と安全性を広報媒体に還元

3.

自主財源をより獲得したい

自社の営業リソースや「地域とのつながり」を活用し、広報他への市広告事業の販売代理
業務を実施
制作から校閲校正等専門部門による生産体制完備で安心安全

4.

街をより元気にしたい

自社メディアを活用した、市や町のイベント情報の発信や、官民事業として、市及び商工
会等の事業発信業務を実施
商店街とのイベントへの協力等、街に活力を生むお手伝いを実施
経営者・販促担当者向けセミナー
ちいきで働くママを応援！〜パート・アルバイト特化型人材マッチングサービス〜
「ちいきラボ」ママさん研究員

5.

街をより安心安全に

各家庭に毎週訪問(配布)する、ちいき新聞配布員がいつもと違う「何か」に気付いた
場合、市担当課に連絡する地域見守り隊業務を市町村と締結し安心安全な地域づくりを
促進します

＼私たちに課題をお聞かせください／

株式会社 地域新聞社

地域創生戦略室

tel. 047-480-3381 gyousei@chiikinews.co.jp

地域新聞社

千葉県を中心に、首都圏にて毎週約 300 万部の地域情報紙を発行
ちいき新聞の 強 み
News

茨城県
進出

■

配布率 世帯あたり約90%以上
より高いリーチ力を！

■

生活圏でエリア（版）展開
平均 3 万世帯の生活エリアごとに特色のある、
地域密着の紙面づくり

■

超地域密着
エリアそれぞれに、地域情報に詳しい企画営業、
編集者、レポーター、配布員を配置。
また読者も組織化され、地元生活者と一体と
なった活動も可能！

メール便事業開始
個別配布できるようになりました！

ちいき新聞は 1984 年の創刊以来、
皆様に支えられて 2013 年に

30 周年を迎えました。
2016 年には、読者が毎週楽しみに、
隅々まで読みたくなる媒体を目指し
紙面をリニューアル。
これからも地域の人々を笑顔にする、
地域の「太鼓判」な情報をお届けします。

ピンクリボンプ ロジェクト
主婦層向けフリーペーパーを発行する地域
新聞社。女性の健康を守るCSR活動を行っ
ております。

●乳がん検診イベントについて
ちいき新聞のメイン読者である女性主婦の人た
ちです。そんな読者の中から1人でも多くの女
性に乳がん検診と早期発見の大切さを知っても
らいたいと願い、紙面での乳がん検診特集に加
え、2012年から乳がん検診を気軽に行っても
らうためのイベントを続けています。

【ちいき新聞データ】
体裁：タブロイド判 ４色カラー
発行・配布日：毎週金曜日付、木・金曜日配布
発行エリア：千葉県、埼玉県、茨城県
部数：200 万部
配布方法：「ちいき新聞」の配布スタッフによる
全戸ポスト配布

千葉県の「笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス」として
認定頂きました。
フレンドリーオフィスとは、障害のある人の雇用に対する理解と促進を図る
ため、障害のある人を積極的に雇用し、障害のある人もない人も共に働いて
いる事業所を「笑顔いっぱい！フレンドリーオフィス」として認定し、その
取組内容を公表する取り組みです。助成金受給資格認定を頂いております。
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Practice

全戸配布実績

市民との接点を
増やしたい
「ちいき新聞」の配布スタッフによる全戸ポスト配布。
地域に密着した機動性の高い部隊で、確実にリーチします。

千葉市 「千葉市防災マップ」

美浜区版の
美浜区全住戸配布業務
配布時期／平成27年3月24日〜31日
体裁／仕上がりA4̲A1の8つ折り
配布対象／千葉市美浜区全住戸約65,000部
平成27年3月1日千葉市公表世帯数／
63,970世帯
※平成27年3月度千葉市公表世帯数対比

「ふなばし市民便利帳」の
船橋市全住戸配布業務

船橋市

配布時期：平成26年8月19日〜9月17日
体裁：仕上がりA4̲180頁約290g
配布対象：船橋市全住戸約275,000部
平成26年7月1日船橋市公表世帯数：282,138世帯
※平成26年7月度船橋市公表世帯数対比
柏市

習志野市

平成27年度柏市合同就職説明会広告作成及び
ポスティング業務委託
平成27年度習志野市広報習志野号外
「よくわかる！習志野市公共施設再生計画」配布委託業務
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広報媒体を
より魅力的に効率的に

Practice

広報関連誌の制作・印刷事例
平成27年度
ちばの恵み冊子制作・
印刷業務

千葉県

柏市

配布期間／平成27年10月7日〜
平成28年3月31日
案件概要／千葉県産品を首都圏
バイヤーに紹介する魅力的な冊
子を企画・制作・撮影し、県産農
林水産物等のイメージアップと
販路拡大を図る。

千葉市

ターゲット別、
目的別に効果的な広報が可能

平成28年度
合同就職説明会
広告制作及び市内配布

配布期間／
平成28年7月28日〜8月5日
体裁／A4サイズ
配布対象／
柏市内195,000部
合同就職説明会実施に関する
広告制作及び
チラシのポスティング業務。

八街市

佐倉市

八千代市

平成27年度やちまた市議会だより制作・印刷
平成28年度こうほう佐倉印刷
平成28年度佐倉市議会だより制作・印刷
平成28年度広報やちよ制作・印刷
平成28年度やちよ市議会だより制作・印刷
平成28年度ちば市政だより（1日号）制作等業務委託

自主財源をより獲得したい
自治体資産を使って広告事業で自主財源を…。
広報やちよ掲載広告取扱業務
八千代市有料広告取扱要綱及び八千代市広告掲載基準に基づいた
広告枠の販売営業、広告内容の確認、広告データの入稿など
発行日：毎月1日、15日
発行エリア八千代市内

発行部数：約69,500部 ※1発行あたり
掲載位置：広報やちよ4及び5頁の下部 4枠

白井市循環バス ナッシー号広告取扱業務
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街をより元気にしたい
地域イベントの企画

シティープロモーションのお手伝い

地元行政

との

コ ラ
ボ レ
ー シ
ョ ン

地域密着
の媒体だ
から
できる市
民の声を
活
用
地域活性
イベント
の
企画・運
営も

地域の魅力を発掘。人と人をつなげ地域内外に効果的に発信。

酒々井町 × ちいき新聞で
酒々井町 酒々井の魅力発する
『酒々井町』婚活イベント企画。
【経緯】行政の共通課題でもある人口
減少および若年層の流出。酒々井町及
びその近郊の若者に対して婚活イベン
トを実施。イベントのPRのみなら
ず、若者の視
線での酒々井
町の魅力を全
面的にPR。

我孫子市

埼玉県

春日部市
転入者促進プロモーションとして、
シティープロモーション部門と企画。
弊社媒体の特色である、約3万部前後単位での、媒体展
開を活用し、
転入者の多い都市へ、
春日部市への転入促
進プロモーションを実施。
国からの交付金にて実施。

商工会議所 × チイコミ！で
プレミアムな商品券の HP プロモーション企画。
特に、チイコミ！の強みである「即効性」、
「検索対応の強さ」
「内容の随時更
新」を活用し、
「店舗募集」→「商品券販売時期・場所」→「店舗追加更新」など、
内容の随時更新を行い広範囲にPR。平成27年度５月28日〜11月27日
鎌ケ谷市・鎌ケ谷市商工会

経営者・販促
担当者向け

平成26年度12月〜平成27年６月

だ けで仕事が見つか
登録する
る！！
無料

セミナー
マーケティングや法律などの各種
専門家や、成功した経営者を講師
として招き、主にワークショップ
形式のセミナーを開催。店舗経営
者や販促担当者に、集客や経営に
関する学習機会を提供しています。
【主なテーマ】
・助成金活用
・ニュースレター作成
・WEB集客方法 ・カメラ講座 など

集客方法が学べる実用的な情報サイト

「販促の大学」を開設

「販促の大学」
URL http://hansokunodaigaku.com/

ちいきで働くママを応援！
〜パート・アルバイト特化型
人材マッチングサービス〜

地域新聞社では、ちいきで働きたい
主婦・ママを応援するために「ちい
job」を展開しています。
お住まいのちいきにはたくさんの会
社･企業があります。
その中からあなたにピッタリのお仕事
を紹介するマッチングサービスです。
自分らしい働き方を見つけたいあなた
のためのサービス♪

ちいきラボ
ちいき新聞では、趣味や
子育ての情報など、ママ
たちの「好き」「知りたい！」を共
有できるコミュニティー「ちいきラ
ボ」を立ち上げました！
「ちいきラボ」研究員に登録すると…
・読者モデルとして紙面で体験レポートや
お得な情報を紹介。時には、キッズモデル
としてお子様に登場してもらうことも
・アンケートや座談会へ参加して、記事作
成のお手伝い
・商品開発に参加したり、新商品のモニター
体験など、社会との懸け橋に!? など

人事総務部

株式会社地域新聞社

人員組織図

経理部
管理本部
経営管理部

（2016年9月１日現在）

情報システム部
制作1部

制作課
クリエイティブ課
校正校閲課

制作2部

編集・制作本部

編集部
CS推進室

ポスメイト管理部

業務本部

編集課
企画課
編集デザイン課

DS部
効果向上支援室
マーケティング部
内部監査室

監査役会

カルチャー事業部
WEB事業部
出版統括室
地域創生戦略室

株主総会

取締役会

事業開発室

社長

広域営業部
春日部支社
埼葛ブロック

営業本部

越谷支社
柏支社
松戸支社

湾岸ブロック

市原支社
千葉支社
市川支社
船橋支社

２９６ブロック

㈱ショッパー社管掌

事業所一覧

本

社

〒273-0011
千葉県船橋市湊町1-1-1
朝日生命船橋湊町ビル5F

〒286-0048
成田支社 千葉県成田市公津の杜3-15-2

船橋支社

〒273-0137
千葉県鎌ケ谷市道野辺本町2-6-5
ファインズ笹川1F

〒290-0081
市原支社 千葉県市原市五井中央西2-8-33
小宮ビル302

松戸支社

〒270-0034
千葉県松戸市新松戸2-9
トレノ新松戸1F

〒343-0022
春日部支社 埼玉県越谷市東大沢4-17-16

千葉配送 〒276-0004
センター 千葉県八千代市島田台981-1

〒276-0036
八千代支社 千葉県八千代市高津679-1
〒272-0033
市川支社 千葉県市川市市川南3-14-16
市川パークハウスＢ棟1Ｆ

柏支社

編集
センター

〒277-0005
千葉県柏市柏4-6-3
新栄ビル4F
〒276-0020
千葉県八千代市勝田台北
1-11-16 5F

成田支社
津田沼支社
八千代支社
㈱ショッパー社

〒274-0825
津田沼支社 千葉県船橋市前原西2-21-6
東関東ビル7Ｆ
〒260-0003
千葉支社 千葉県千葉市中央区鶴沢町20-16
ユニバース千葉ビル6F
〒343-0022
越谷支社 埼玉県越谷市東大沢4-17-16

企業概要
「ちいき新聞」は1エリア3万世帯前後という、小さなエリアに向けて、手配り式
フリーペーパーという形式をとりながら、熱心に語りかけてきたメディアです。
地域の消費者が良い情報に出会い、それにより飲食・物販・サービスなどを営む
地域企業が成長する、好循環を生み出してきました。
創

業

1984年8月28日

資本金

2億311万2千5百円

役

代表取締役社長

近間

之文

常務取締役

山田

旬

常務取締役

宮本

浩二

取締役

三島

崇史

取締役

松川

真士

取締役

金箱

義明

取締役

久保田

常勤監査役

色部

文雄

非常勤監査役

小泉

大輔

非常勤監査役

丸野

登紀子

員

業務内容

仁

・「ちいき新聞」発行事業
・「ちいき新聞」へのチラシ折込事業
・販売促進総合支援事業
・その他

従業員

283名 (社員170名・パート113名）
ポスメイト（配布員）約3,000名

本社所在地

〒273-0011 千葉県船橋市湊町1-1-1 朝日生命船橋湊町ビル5F
TEL：047-420-0300（代表）

厚生労働大臣許可番号

FAX：047-420-0301

12-2-300508

ふるさとづくり大賞 総務大臣賞 受賞
ふるさとづくり大賞とは ?
全国各地で、それぞれのこころをよせる地域「ふるさと」をより良くしよう
と頑張る団体、個人を表彰することにより、ふるさとづくりへの情熱や想い
を高め、豊かで活力ある地域社会の構築を図ることを目的として、昭和58年
度から実施しています。都道府県から推薦のあった団体、地方自治体及び個
人の中から、「ふるさとづくり懇談会」の意見を踏まえ、総務大臣が受賞者
を決定します。

株式会社 地域新聞社
地域創生戦略室

〒276-0036 千葉県八千代市高津679-1 2階
tel. 047-480-3381／fax.047-480-0588
http://www.chiikinews.co.jp/
gyousei@chiikinews.co.jp

