
インターネット行政情報モニター

簡易マニュアル

( 受付時間：平日 9：00 ～ 18：00)

iJAMP コールセンター
時事通信社業務局　顧客サポートグループ
( インターネット ) customer-s@jiji.co.jp
(LGWAN) customer-s@ijamp.jiji.asp.lgwan.jp

お問い合わせ先 0120-198-752

メール機能　

電子回覧板

人事 NOW

重要なニュースを見逃しません！

記事の見出しと URL をメールで転送できる機能です。

首相と閣僚、国会議員、省庁および地方自治体
幹部職員２万3000人余りの経歴を網羅

気 に な る 記 事 を、 後 で ま と め て
読みたい時に便利です。

スクラップマイニュース 
よく検索するキーワードやメニュー
を登録して一覧で見られます。

【官庁速報ヘッドラインメール】：最新の官庁速報の見出しを平日朝メールで配信します。
【JAMP 速報】：重要政策決定や災害などの速報を随時メールで配信します。
【質問に使えるメール】：議会などの質問に使えるメールを毎週２回配信します。
【きょうの主なニュースお昼便・夕方便】：編集部が選んだ記事の見出し 10 本を平日のお

昼と夕方に配信します。
【JAMP ニュースメール】：あらかじめ設定したフリーワードやジャンルに該当するニュー

スの見出しを、指定の時刻（6 時、11 時、16 時の 3 回）にメー
ル配信します。

「マイニュース」の「キーワード登録を追加」や「マ
イメニュー登録を追加」から登録できます。 特定の
テーマに関する記事をよく検索する方は、キーワー
ドやジャンル、メニューの条件を登録すると、「マイ
ニュース」からワンクリックで検索結果をご覧いた
だけます。 

フリーワード、役職、入庁年、出身地などを組み合わせて「人」を
検索することができる人事データベースです。また、検索対象の人
物に関連するニュースや同期の一覧も見ることができます。

※メールアドレスの登録が必要です。

※メールアドレスの登録が必要です。

記事見出しに付いている　　マークや記事の下の 
      　 　をクリックすれば、一時スクラップに蓄積
されます。さらにフォルダの追加によってテーマご
とに分類・アーカイブ化することもできます。

見出し一覧、各記事、スクラップにある 　　  ボタンや、　　　　　　　 ボタン
をクリックします。回覧板に送りたい記事、送信先のメールアドレスを設定し、
送信します。一度に複数の記事を選択、送付が可能で、送信先の方へのコメン
トをつけることもできます。なお、記事本文の閲覧には、iJAMP のライセンス
登録が必要です。

回覧



官庁速報 行政・政治ニュース 一般ニュース 速報！会見
国や地方自治体の広範囲
にわたる政策情報を満載
した、行政専門の日刊紙。

行政運営の業務に必要な行政・政治ニュースを
こちらから全てご覧いただけます。

時事通信社がマスコミ向
けに配信する社会・経済
ニュースや解説・コラム
を豊富に提供。

大臣会見や首長会見など
での発言の詳報を掲載し
ます。

主要ニュース 中央省庁 行政トレンド 一般 大臣会見
中央ニュース 　中央省庁一般 　トップインタビュー 　経済 首長会見
中央官庁だより 　首相動静・日程 　クローズアップ 　経済一般 首相発言
地方ニュース 　中央省庁今週の課題 　政策力を磨く 　アジア進出インタビュー 官房長官発言
アンテナ 　財金レーダー 　判例・法令 　企業信用情報 民間会見
企画・特集 　クレアフラッシュ 　編集者の目 　社会 公取会見
官庁速報人事 　ブロック機関コーナー 　オピニオン 　スポーツ
官庁速報資料 　国際
官庁速報ランキング 　国際一般

　アジア情報
　科学技術
　L アラート
　（J アラート含む）

地方行政 政治 解説・コラム
　地方行政一般 　政治一般 　早読み週刊誌
　各地の当初予算案 　永田町情報 　朝夕刊ダイジェスト
　各地の補正予算案 　潮流・底流
　各地の普通会計決算 　選挙 　用語解説
　資金調達情報 　選挙データ 　時の言葉
　人事委員会勧告
　整備局だより

　全国道の駅めぐり

人事・詳報 注目政策 行政の現場から 資料・統計 more
中央省庁や自治体幹
部職員、国会議員の
人事データを収録した

『人事ＮＯＷ』詳細検
索へのリンクに加え、 リ
アルタイムで人事や訃
報の記事を配信します。

全国に先駆けた事例
や仕事を効率的に進
めるための工夫、財
源確保、経費節約の
奥の手を集約してい
ます。

人気の「情報発信」
や 職 員 研 修 情 報 の

「学びの杜」を閲覧、
発信投稿できます。

行政資料を検索、一
覧 で 表 示 で き る ほ
か、議会・各種デー
タ も 収 録 さ れ て い
ます。

サイトマップ
活用ガイド
マーケット情報
きょうの厳選
特集記事
予定カレンダー

写真ニュース
ランキング
時事通信グループ
セミナーのご案内
おすすめ info
編集部からのお知らせ
記事に関するお問い合わせ
その他のお問い合わせ

人事 先進事例 情報発信 最新資料
訃報 業務改善 学びの杜

（職員研修情報）
議会・各種データ

人事 NOW 詳細検索へのリンク 節減・増収
補助金情報

企画・特集 ★こちらでご覧になれます★ 私の地方勤務 施策それから 首長のことば
～記者会見から～ 学びの杜

「中央官庁人事を探
る」といった毎年
掲載されるものの
ほか、「働き方改革」
など旬の政策課題
に対する政府や地
方自治体の取り組
みについて幅広く
紹介します。

大規模災害や年末の予算編成、全国
知事会議の詳報など、重要なニュー
スがあるときに関連する記事の見出
しを集約して「きょうの厳選」に掲
載します。一覧性が高いため、短時
間で情報収集が必要な時に便利です。

中央省庁の職員（OB
を含む）に、自治体へ
の出向など地方勤務時
について執筆してもら
い、地方・地域への思
いや、現在の仕事にど
のように生かされてい
るのかを振り返ってい
ただきます。

「空き家対策」など注
目されて始まった施
策・事業はどんな成果
があったのか、またど
う見直したのか、「そ
の後」を紹介します。
全体像を見渡せる概観
記事と、個別地域の記
事で構成します。

注目される国の動
き、旬の話題に対
する首長らの発言、
考えをまとめて配
信し、論点や課題
を浮かび上がらせ
ます。

中央省庁や地方自
治体、行政機関の
関連団体などが開
催する職員研修や
セミナー等の参加
者を募りたい時に
も情報を掲載でき
ます。

便利帳の
人気コーナーがここに！

主要マーケット指標、
起債実績など地方債の情報を豊富に収録。

より詳しく

人気

人気 人気 人気

人気

人気

人気

田崎史郎・山田惠資コラム

注目のコンテンツ

きょうの厳選

「きょうの厳選」は、編集部が注目記事を選択し、随時
更新します。重要な記事を見落としません。

ニュース
フラッシュ

速報を直近５本表示しま
す。重要な速報が入ると

「きょうの厳選」の上の部
分でも通知します。

インタビュー

トップインタビューとク
ローズアップを複数掲載。
過去の記事もご覧になれ
ます。

行政分野別
ニュース

ユーザー登録時にお選び
いただいた「関心のある
分野」のニュースを常時
表示します。行政分野別
トピックスでも一覧で表
示できます。

最新資料

地方自治体など、行政関
係者にとって参考になる
直近の資料 10 本を並べ
ています。

詳細検索

「ニュース」　「資料」　「人事 NOW」　「自治体ナビ」　「省
庁ナビ」　「自治体サイト」の各種データベース検索機能
を１カ所に集め、効率的に検索ができます。毎日のお仕
事への強力なサポート役になります。
※ LGWAN 版 iJAMP では「自治体サイト検索」はご利用いただけません。

予定
カレンダー

きょう、あすの予定に週
間、月間の予定を掲載し、
見やすい画面構成でお届
けします。

特集

お 客 さ ま か ら の ご 要 望
に お 応 え し、 特 集 記 事
枠 を 画 面 右 側 に 常 設 し
ています。

トレンド
ワード

話題のトピックをテーマ
別に整理して一覧表示し
ます。

TOP

ランキング

「官庁速報」ランキング
に 加 え、「 行 政・ 政 治・
一般ニュース」のランキ
ングも掲載しています。



分類E

活用ガイド432

ｉＪＡＭＰには官庁速報や注目政策、必読記事などのコ

ンテンツのほか、人事ＮＯＷ、資料、類似団体など検索

機能、電子回覧板などたくさんの機能がついています。

その使い方はページ上部のタグ「活用ガイド」→「スライド

ショー」で動画でご覧ください。iＪＡＭＰの歩き方を紹介し

ます。

の
歩き方!!



ブラウザからiJAMPのCookieだけを削除する方法

① 以下専用URLにアクセスし、「iJAMPクッキーの無効化」ボタンを押下してください。
iJAMPのCookieだけがそのブラウザから削除されます。

IDを変更する時やPCの利用者が変わる時、以前そのブラウザでiJAMPを利
用されていた際のCookieが有効なままの状態では、ご登録画面が表示されま
せん。再登録の前に、古いCookieを無効化させてください。

②下記画面が表示されたら、ブラウザを再起動してください。

③下記の貴庁専用のiJAMPログイン画面にアクセスし、ご利用者登録をしてください。
（URLが不明な場合は管理者様にお問合せください）

http://www.jamp.jiji.com/****-****/

お問い合わせは弊社営業担当者または下記まで

時事通信社 業務企画部 顧客サポートグループ
customer-s@jiji.co.jp 0120-198-752
※受付時間：月～金曜日（祝祭日除く） 9:00～18:00

(D)

http://www.jamp.jiji.com/del_Cookie.html

http://www.jamp.jiji.com/
mailto:customer-s@jiji.co.jp
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