
~基礎から学んで今日から活用~ 

 インターネット広報講座 

平成27年11月19日 パインワークス 千々松葉子 
 



１．グラフでみる広報の歴史 



インターネットの歴史 
 

• 阪神・淡路大震災で情報伝達にインターネット活用 
• 一方方向の情報発信  
• 「ネット」流行語大賞にトップテン入り 

1995年 

• ブログが登場。 
• 気軽に自分発・双方向が可能になる。 2002年ごろ 

• 人と人のつながりをサポートするコミュニティサイト＝
SNS、mixi（匿名性が高いものが多い）などがひろがる。
双方向。 

2005年ごろ 

• 東日本大震災でツイッターやfacebook(実名登録)が利用さ
れる＝自分発の情報の拡散が可能に 

• 被災地も、支援側NPOもソーシャルメディアを活用 
2011年ごろ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
1995年阪神淡路大震災、インターネットが有効活用される。ただし、海外や県外などへの情報伝達がメイン。一方方向の情報発信2002年ブログが登場ホームページを作るための言語をおぼえなくても、ホームページに情報投稿ができるようになる。2005年閉鎖型のコミュニティサイトがひろがる匿名性が高い。個人的には、実名登録ではないので、家事や育児のマイナス思考なつぶやきはここで書く。○年○月出産したママのコミュニティ、というのがあり、ひとり言。。。1年で5000以上のひとり言2011年東日本大震災でツイッターやfacebookが直後の安否確認に利用される被災地も、支援側NPOもソーシャルメディアを活用ヤシマ作戦：東京電力・東北電力エリアの停電を最小限する。 一刻も早く被災地に明かりが灯るようにする。ことを目的に節電の呼び掛け。テレビでも報道された。Twitterで投稿された心に残るつぶやき。短い文章、1140文字しか投稿できないので、情報収集・情報拡散に有効だった。ソーシャルメディアは単体では意味がない。ブログやサイトなどと連動できて意味がある。また、震災直後は、偽装チェーンメールなどの問題も発生。情報源について信頼できるかユーザーはみている。まずは、情報開示と発信をブログからはじめよう。



インターネットの特徴 
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インターネットは 
コミュニケーションができる 
情報の蓄積・検索できる 
他人発・自分発＝信頼されるため情報開示が大切 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
インターネットは、チャットで・掲示板・SNSなどによるテキスト・映像によるコミュニケーションが可能。ブログもコメント機能がついているので、メッセージをのこしたり、送ってもらったり、双方向のコミュニケーションが可能。テレビ・ラジオ、など映像や音声は録画、印刷物はとっておかないといけないし、過去のものから目的の情報を探すのが大変。だけど、インターネットは蓄積できるし、検索することができる。他人発、第3者が伝える、テレビ・ラジオ・新聞は信頼度が高く受け取られやすい。自分発、チラシ・インターネットは信頼度が低い私はかわいい、っていうのは、女子が「○○ちゃんはかわいい」っていうの以上に信頼度がありません（笑）たとえば企業のCM、体験者の感想でしめられています。すべての人に効果があるというわけではありません、って注意書きがあるけど。だからこそ、情報開示が大切です。



インターネットの普及率は8割 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
（出典）総務省「平成24年通信利用動向調査」 
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2014年段階で 13歳～
60歳の9割以上は イ
ンターネットを利用 （平
成27年情報通信白書） 
 



インターネットは世代を超えて普及 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（出典）総務省「平成24年通信利用動向調査」 

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h25/html/nc243120.html 
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広告費にみる情報発信１ 
日本の媒体別広告費の推移(億円) 資料 電通日本の広告費 

19年間でインターネットの広告費はどう変化した？ 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
1995年は広告費の表にすらのっていなかった、インターネットの広告費は、テレビを次いで2位に。企業の広告費の変化は、情報を受け取るユーザーの手段やニーズの変化。ニーズに対応できていますか？いや、うちの団体が対象にしているのは高齢者だから、インターネットは使わない人がほとんどだから、は理由になりません。今や介護事業者だって積極的にホームページで情報発信しているし、山口県にも介護事業者・高齢者用の福祉施設を検索できるホームページがあります。なぜか？本人が使わなくても、子どもが、孫が、周りの人が調べるからです。



広告費にみる情報発信２ 
日本の媒体別広告費の推移(億円) 資料 電通日本の広告費 
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
1995年は広告費の表にすらのっていなかった、インターネットの広告費は、テレビを次いで2位に。企業の広告費の変化は、情報を受け取るユーザーの手段やニーズの変化。ニーズに対応できていますか？いや、うちの団体が対象にしているのは高齢者だから、インターネットは使わない人がほとんどだから、は理由になりません。今や介護事業者だって積極的にホームページで情報発信しているし、山口県にも介護事業者・高齢者用の福祉施設を検索できるホームページがあります。なぜか？本人が使わなくても、子どもが、孫が、周りの人が調べるからです。



ネットと新聞利用の比較 
情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査 

(平成２５年７月総務省 情報通信政策研究所) 
 

20代10.4%、30代28.5% 若い世代ほど紙媒体離れ・・・ 



よくある誤解・・・実際は 
 
対象者は子どもだから・高齢者だから必要
ない？ 
→本人がみなくても家族やまわりの人がみ
て教えてくれます。 

  
パソコンが使えないから更新できない？ 
→携帯・メールからも更新できます。 
 メール添付で画像も掲載できます。 
 
 



地域の広報 
２０年前どんな広報をしていましたか？ 

広報は変化しましたか？ 

今の広報は時代のニーズに対応できていま

すか？ 



ニーズに沿って、 
インターネットで 
広報しましょう！ 



２．ネット活用・はじめる前に 



著作権① 

• プロではなくても撮影した人に著作権が
あります。他人が撮って掲載している写
真・動画をコピー(ダウンロード)して勝手
に使ってはいけません。 
 
 
 

※著作権フリーを明記してある素材集や写真などは除く 



著作権 身近なNG例１ 

• 市内の夏祭りの踊りの様子を地域コミュ
ニティが自組織のサイトに動画でネット
掲載 

 →振付師さんから掲載NGが。 



著作権 身近なNG例２ 

• 販売されている本(詩)の内容をスキャンし
て掲載 
 

• 販売されている本(楽譜)の内容をスキャン
して掲載 
 
 



肖像権 

• 芸能人でなくても、私たち個人個人には
肖像権があります。活動の様子であって
も掲載には注意を。 
 

• イベントなど開催はじめの挨拶時にひと
こと「今日の様子は写真撮影しネットな
どで報告します。掲載してほしくない方
は本日の終了までにスタッフに一言お声
かけお願いします」を決まり文句に。 
 



肖像権 NG例１ 

• NPOが主催する婚活イベント。顔は出さ

ないけど服ならいいか、と思ったら、ク
レームが！！！ 
 

• イベント・会合に参加した日、家族には
仕事だと言っていた・・・ 
 



肖像権 NG例２ 

• DVなど何らかの事情で居場所を知られた

くない人もいます。掲載が深刻な事態を
引き起こすことも。 
 
載せてもいいですか？の一言が大切です 
 
 
 

– 個人の事情に配慮しよう 



肖像権 こどもの場合 

• 未成年の場合、保護者の許可が必要で
す。 

• アップで掲載は絶対NG 
– 縮小していないとクリックすると写真が大き
くなることも。はっきりとは顔が分からない

程度に、アップロード前に縮小して掲
載しましょう。 

手本にしてね：認定NPO法人こどもステーション山口
http://blog.canpan.info/kodomo_s_y/ 



広報紙をHP・ブログで活用 

• 広報紙・紙媒体になっていて、HP・ブロ

グに載っていないものは？使えるもの
は？ 
 



広報紙からネット掲載時 

• 写真は縮小してアップロード(横400ピクセ
ルあれば十分) 

• 写真掲載の許可を得る、または顔が分かり
にくいように配慮を 
– こどもなら保護者に許可を得る 

• 個人情報(氏名・町名・年齢が分かるもの)
の掲載は避ける 

• 個人情報は掲載許可が下りた場合のみ掲載 



３．情報の蓄積×SNSで発信 



質問です 

• 引っ越し予定。新しい街の情報、どう
やって調べますか？ 
 

• 旅行先で地元のおいしいものが食べた
い。どうやって調べますか？ 



購買行動の変化 

Attention（注意）  

Interest（関心） 

  

Desire（欲望）  

Memory（記憶）  

Action（購買）  

 

インターネット以前 

Attention（注意）  

Interest（関心）  

Search（検索）  
Comparison（比較）  

Examination（検討）  

Action（購買）  

Share（情報共有）  

現 在 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
マス・マーケティング時代ＣＭをみて興味関心を持って欲しいと思うＣＭを繰り返しみて覚える購入する↓ＣＭをみて興味関心を持ってネットで検索して調べて同一商品と比較して他の人との口コミを検討満足や不満足をブログやＳＮＳ等で報告・共有



参加行動の変化 
 
 Attention（注意）  

Interest（関心） 

  

Desire（欲望）  

Memory（記憶）  

Action（参加）  

 

インターネット以前 

Attention（注意）  

Interest（関心）  

Search（検索）  

Comparison（比較）  

Examination（検討）  

Action（参加）  

Share（情報共有）  

現 在 

もっと詳しく 
知りたい 

過去の様子を
チェック 

参加の感想を 
写真付きで報告 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
マス・マーケティング時代チラシ・ニュースをみて興味関心を持って行ってみる↓ネット・チラシ・ニュースをみて興味関心を持ってネットで検索して調べて詳しく知りたい同一商品と比較して他の人との口コミを検討満足や不満足をブログやＳＮＳ等で報告・共有検索して、詳しく情報が載っていない事で参加をあきらめる以前と同じようにネット以外で情報発信していても参加が見込めなくなることもちょっと気になる→すごく行きたい！になることも



• 検索して情報が載っていない事で参加をあきらめる 
• 以前と同じようにネット以外で広報しても参加が見込めなくなる 
• ちょっと気になる→ネットで検索→すごく行きたい！になることも 

 

信頼される情報発信は 
情報の蓄積が重要 

 

蓄積できる仕組みを 
利用しよう！ 



CMS・ブログの活用 
CMS・ブログのよいところ 

– 投稿が簡単、蓄積できる、検索にヒットする、 
 アクセス解析が簡単 など 

CMS/ブログの集客をアップする 
– 地域に特化した情報で対象者(予備軍)に役立つコ
ンテンツを提供する 

• 例) 
• 3月：引っ越してくる親子向けに地域の情報 

 



無料で始めたいならCANPAN 

日本財団の運営する公益コミュニティポー
タルサイトCANPAN 

 
個人登録⇒団体登録⇒団体ブログ開設 

 

山口市内でも51の団体が登録中 
 

無料・広告なし・著作権あり・複数ID利用 



４．様々なツールの活用 



Facebook  

更新にコメントやいいねがあって更新意欲
が増す！ 

複数で記事投稿する 
• ブログやウェブサイトに記事を詳しく書
く 

• ⇒FacebookページにURLを貼り付けてコ
メントを添えて投稿 

• ⇒個人アカウントでシェアでもOK 
Facebookは人重視 

写真も物より人の方が記事が表示されやすい 



FacebookだけではNGな理由 
• 概要が分かりにくい 
• 検索でヒットしない→知ってもらえない 
• 情報が蓄積されない→信頼されない 
• 1年前の情報を探せない( 

 
• ウェブサイトやブログと併用して活用しよ
う！！ 
 



ネット広報のポイント 

• 告知より報告優先。 
–報告が次へ告知時の集客につながる 

• FacebookやツイッターよりHP/ブログ優先 
– 1年後もみたい記事・見せたい記事は

FacebookでなくてHP/ブログに載せる 
 



広報ツールの充実で課題解決 

• 内部(活動している人)への情報発信で、地

域全体で情報共有し、地域全体をみる視
点・人材の育成 
 

• 外部(活動していない人)への情報発信で、

地域活動に関わる人・活動に参加する人
の増加 
 



５．すでにウェブサイト(ブログ)が
ある団体さん 



調べてみよう① 

• 組織名だけで検索してみよう！ 
–検索結果のチェックポイント 

 
–1ページ目の上にくる？ 
–組織のことが分かる説明文になっ
ている？ 



調べてみよう② 

• スマートフォンでみてみよう。 
– 文中の改行が多くて読みにくくないか？ 
– 文脈と関係のないところで空白がないか？ 

 
• 機種依存文字チェッカーで調べてみよう 

– 最近の記事3件くらいを貼りつけてみよう 



講座参加ありがとうございました。 
 

ネット活用・今日のレジメは 
 
 

「CANPANマニア」で検索 
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