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2022/10/27-28「まちのファンをつくる自治体
ウェブ発信まるわかり講座」狩野哲也

今日お見せするスライドに登場する
URLはこちらの特設サイトの隠しペー
ジでまとめてご覧いただけます。
https://local-government.kanotets
uya.com/20221027-28-slide/

https://local-government.kanotetsuya.com/20221027-28-slide/
https://local-government.kanotetsuya.com/20221027-28-slide/


(0)みなさんの考えるウェブ
発信のイメージ（たぶん）と
狩野が考えるウェブ発信の
イメージの違いから
解説します。
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→△
構えて狙って
から撃つ
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狩野の考えるウェブ発信のイメージ

→◎
構えて撃って
から狙う

発信する→分析
する→修正して
発信する→これ
を習慣化する



(1)まちのファンをつくる
自治体ウェブ発信
まるわかり講座
ウェブをどんな視点で
見ているか編
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→情報を発信していないと
ほかのさまざまな情報にかき消されて
伝えたい情報が埋もれる時代になってしまった
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情報過多の時代

↓
情報が埋もれない
努力をするための
勘どころを語ります



「情報設計（Information Architecture／略称：IA）
とは、たくさんある情報を何らかの分類でまとめ、そ
れらをどのように構成したらわかりやすいかを考え設
計することです。ウェブサイトでは、グローバルナビ
ゲーションやボタンを適切に配置し、ユーザーの目的
を達成しやすくすることが大事です。」

情報元＝これからの WEBデザイナーは情報設計ができると強い！経験と努力を重ねて強みにしよう！｜クリ
エイティブ業界の情報メディア   To Creator
https://www.dsp.co.jp/tocreator/web/takumi-web/dds_information-design/
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情報が埋もれないためには
情報の「設計」が大事

https://www.dsp.co.jp/tocreator/web/takumi-web/dds_information-design/


・伝わりづらいと問い合わせの電
話が多くなる。→みんなの仕事が
増えてしまう。

　・ビジュアル編
　例→家庭ごみの分け方、出し方

　・テキスト編
　例→生活保護
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パッと見て理解できないと情報が脳に入らない



タモリさんと同い年の父　77歳

・「わしは折れ曲がった傘が捨てたい
のじゃよ」
・スマホユーザー
・YouTubeはなんとなく操作できる
・LINEはなぜかアカウントが消えてし
まった
・知らない人からスマホメール（スパ
ム）がいっぱい届いて困る
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ビジュアル編　ペルソナ



→例えば千葉県
市原市のゴミの
話
→家庭ごみの分
け方・出し方に
ついて
https://www.city.ichihara.chi
ba.jp/article?articleId=60237
e9cece4651c88c19136
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家庭ごみの分け方・出し方／千葉県市原市の場合

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=60237e9cece4651c88c19136
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=60237e9cece4651c88c19136
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=60237e9cece4651c88c19136
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=60237e9cece4651c88c19136
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=60237e9cece4651c88c19136
https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=60237e9cece4651c88c19136


10

家庭ごみの分け方・出し方／千葉県八街市の場合

・千葉県八街市の場合
→スマホに対応したレスポンシブデザ
イン
→文字を読まなくてもすぐにわかる工
夫
→表（テーブルタグ）が使えない場合
・文字間に画像が入っていると読みや
すいです。
https://www.city.yachimata.lg.jp/s
oshiki/22/316.html

https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/22/316.html
https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/22/316.html
https://www.city.yachimata.lg.jp/soshiki/22/316.html
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ウェブ以外でも
同じ考え方です。
パッと見て伝えたいこと
が伝わりそうな例

神戸市役所
家庭系ごみ袋のデザイン

・6ヶ国語
・削減目標

拡
大
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兵庫県・神戸市のゴミ袋／削減目標がわかりやすい



シングルマザー　20代前半

・高校時代は夜遊びしていた。授業中
は主に寝てた。
・高校を出てすぐ出産、わけあってシ
ングルマザーに。
・実家は毒親。頼りたくない。
・コロナ禍の影響で働いていた飲食店
が閉じることに。困るんですけど。
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テキスト編　ペルソナ



→20代前半のシングルマザー
の気持ちでサイトに訪問。

市原市 生活保護

姫路市 生活保護　

丹波篠山市 生活保護　　

伊勢市 生活保護
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生活保護を受けたい場合 摂津市 生活保護

倉敷市 生活保護

芦屋市 生活保護　

佐賀市 生活保護

猪名川町 生活保護／個人？

竹田市 生活保護

https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=602379fcece4651c88c18aa7
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/category/2-7-8-3-0-0-0-0-0-0.html
https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/shakaifukushika/seikatsufukushi/13284.html
https://www.city.ise.mie.jp/kenkou_fukushi/seikatsu_fukushi/1002733.html
https://www.city.settsu.osaka.jp/soshiki/hokenfukushibu/seisatsushienka/gyoumu/1877.html
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/3472.htm
https://www.city.ashiya.lg.jp/engo/seikatsuhogo.html
https://www.city.saga.lg.jp/main/223.html
https://www.google.com/search?q=%E7%8C%AA%E5%90%8D%E5%B7%9D%E7%94%BA+%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7&rlz=1C5CHFA_enJP951JP951&oq=%E7%8C%AA%E5%90%8D%E5%B7%9D%E7%94%BA+%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7&aqs=chrome..69i57.1074j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://hogoemon.xsrv.jp/chiiki/entry1194.html
https://www.city.taketa.oita.jp/soshiki/shakaifukushika/1/4836.html


大阪市西成区の生活困窮者を支援するNPO団体、
釜ヶ崎支援機構が最近はじめたウェブサイト
「ヨリドコオンライン」で記事を書きました。
↓
生活保護を受けるためにおさえておきたい大事なこと。 
- ヨリドコオンライン
https://yoridoko-online.jp/495/

文章を書くためにしたこと
・読み手はどんな人か？　・ほかのメディアはどう書い
ているか？　→これについて解説します。
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検索ワードでニーズを探る方法

https://yoridoko-online.jp/495/
https://yoridoko-online.jp/495/
https://yoridoko-online.jp/495/


・読み手はどんな人か？

→ホームレス状態の人。
路上に寝転がっているような
目に見えている人ではなく、
ネットカフェなどで
寝泊まりしているような人。
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生活保護についての文章を書くためにしたこと

例／フリーター20代女性。
飲食店勤務→コロナ禍で仕事が
なくなり友だちの家を転々とし
た後、仕事を探しながらネット
カフェ生活。親との関係がよく
ないので実家には帰りたくな
い。ケータイ代が払えないので
ケータイは解約。でも端末はあ
り、Wi-FiはつながるのでLINE
で連絡できる仕事先を求む。



・検索ワードでニーズを知る。
→「生活保護 大阪」のサジェストキーワード（検
索窓にキーワードを入れたときに表示される「候補
キーワード」）を調べます。

・金額　・支給日　・申請　
・条件　・家賃　・母子家庭

などなど。このキーワードで検索している人の悩み
を解決するために記事を書きます。
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生活保護についての文章を書くためにしたこと

https://related-keywords.com/result/suggest?q=%E7%94%9F%E6%B4%BB%E4%BF%9D%E8%AD%B7%20%E5%A4%A7%E9%98%AA


・検索上位の記事が「どんなふうに伝えているか」がわかる
→ほかのメディアがどう書いているかもわかる
・金額　生活保護でもらえる金額はいくら？誰でもわかる最低生活費の計算方法
・家賃　生活保護を受けるときの家賃上限は？住宅扶助ってなに？ | CHINTAI情報局
・支給日　生活保護費の支給日はいつ? 支給日が変わる月も | マイナビニュース
・申請　生活保護を申請したいとき：大阪の生活保護の申請窓口 | ビッグイシュー基金　★
・条件　生活保護の受給対象者について | 大阪の生活保護専門サイト

→文章のテイスト
・専門家が一方的に語る記事ではなく、詳しくない人が専門家に聞いている記事にしました
→生活保護を受けるためにおさえておきたい大事なこと。 - ヨリドコオンライン
　https://yoridoko-online.jp/495/
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生活保護についての文章を書くためにしたこと

https://www.science-i.jp/public-assistance/
https://www.chintai.net/news/2021/02/09/109515/
https://news.mynavi.jp/article/20201127-1530447/
https://bigissue.or.jp/action/guide/osaka_seikatsuhogo/
http://clanhome-0063.com/public?page=about
https://yoridoko-online.jp/495/
https://yoridoko-online.jp/495/


いっぱい伝えたくなるけれど
「受け止められる情報量には限界がある」ので
伝え方を工夫しよう！

・膨大すぎる情報量をいかにカットするか

という話をします。
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「伝える」から「伝わる」が大事



電球とか電話を
発明した人ですよ
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エジソンって何を発明した人でしたっけ？

電球や電話を発明した人です
よ。正確には電球ではなく、
白熱電球といって、わざわざ
江戸時代末期の京都から竹を
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊



電球とか電話を
発明した人ですよ
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エジソンって何を発明したでしたっけ？

電球や電話を発明した人です
よ。でも実は
電球ではなく、白熱電球といって、わざわざ江戸時代末期の京都か
ら竹を
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊



受け止められる情報量には
限界があるから、強弱をつ
けて伝える工夫が必要。
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続きが気になれば最後まで読んでもらえる（かも）



(2)コロナ禍や被災地の
最前線で、自治体は
ウェブで何をどう
情報発信したのか？
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・福岡市…最新情報を早いピッチで動画で伝えるようにした

・北海道…ケータイで撮影して即公開するようにした

・東京都…コロナ対策サイトを外部連携でつくるようにした

・大阪府寝屋川市…住民の不安を和らげる投稿をするようにした
などなど

コロナ禍の自治体はウェブで何を発信したか？



福岡市長
高島宗一郎
さん
https://www.youtube.com/w
atch?v=P3YKvxPSonU
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コロナ対策

YouTuberが多用するジャンプカット（息継
ぎを削除）を自前のアナウンススキルで行
い、最後まで一気に視聴してもらう。

https://www.youtube.com/watch?v=P3YKvxPSonU
https://www.youtube.com/watch?v=P3YKvxPSonU
https://www.youtube.com/watch?v=P3YKvxPSonU


北海道知事
鈴木直道
さん
https://www.youtube.com
/watch?v=jcRmckPN0ig
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コロナ対策

SOS！牛乳チャレンジ動画はたぶんもっとア
ナログ。スマホで撮影してそのまま公開。

https://www.youtube.com/watch?v=jcRmckPN0ig
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Code for Japan
新型コロナ
感染症
対策サイト
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/

シビックテックの動き

https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
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寝屋川市の動き

広瀬けいすけさん 
住民の不安を
和らげる投稿
（対話に近い）
https://twitter.com/hirosekeisuke_/statu
s/1257491562625241088

https://twitter.com/hirosekeisuke_/status/1257491562625241088
https://twitter.com/hirosekeisuke_/status/1257491562625241088
https://twitter.com/hirosekeisuke_/status/1257491562625241088


29

2020年4月頃コロナ
流行。いちはやく
ロックダウンをキメ
た台北、ソウル、ベ
ルリン、ウェリント
ンなどの事例を紹介
します。

海外事情



ウェリントン編

Facebookページ
＋Zoom→ランチ
タイムに私たちと
サンドイッチ片手
にZoomでおしゃ
べりしましょう
よ！
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ベルリン編
コロナウィルスは我々
全員に対する一つの挑
戦である。信頼性の高
い情報が一層重要にな
る。これを確実にする
ため、ベルリンの州
は、重要なものを全て
ウェブサイトにまとめ
ました。
https://twitter.com/RegBerlin/s
tatus/1240231537075007488
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https://twitter.com/RegBerlin/status/1240231537075007488
https://twitter.com/RegBerlin/status/1240231537075007488
https://twitter.com/RegBerlin/status/1240231537075007488
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ベルリン編
→ポイント

・ツイート固定

・各部署にタグづけ

・お返事
　→デマをふせぐ
　→翻訳機能
　→見える化（Q&A）

・チャットbot

市民のコメントにリプライしつつ、
（たぶんですが）政策決定につなげて
います。
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ナイトクラブを
名指しでみんな
に注意喚起
https://twitter.com/KanoTetsuyaJP/status/12587
50546724319233

ソウル編

https://twitter.com/KanoTetsuyaJP/status/1258750546724319233
https://twitter.com/KanoTetsuyaJP/status/1258750546724319233
https://twitter.com/KanoTetsuyaJP/status/1258750546724319233
https://twitter.com/KanoTetsuyaJP/status/1258750546724319233
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感染症を擬人化
架空の雑誌「疾病」ディジーズ
→若者に認知度を広げる狙い

https://www.facebook.com/groups/kanotetsuyajp/post
s/455033349270524

台湾の厚生労働省
感染予防管理センター

https://www.facebook.com/groups/kanotetsuyajp/posts/455033349270524
https://www.facebook.com/groups/kanotetsuyajp/posts/455033349270524
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2020年4月29日の市
長ニュースでチェー
ンメールのデマを打
ち消す動画を配信。
https://www.youtube.com/watch?v=_TG1ZRF
TnCs

デマ対策＞習志野市

https://www.youtube.com/watch?v=_TG1ZRFTnCs
https://www.youtube.com/watch?v=_TG1ZRFTnCs
https://www.youtube.com/watch?v=_TG1ZRFTnCs
https://www.youtube.com/watch?v=_TG1ZRFTnCs
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動物園からライオンが
逃げたデマの対応。
https://twitter.com/K_Onishi/status/72106424
6516146176

デマ対策＞熊本市

https://twitter.com/K_Onishi/status/721064246516146176
https://twitter.com/K_Onishi/status/721064246516146176
https://twitter.com/K_Onishi/status/721064246516146176
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2018年の豪雨被害を受
け、市のWebサイトで道
路の通行止め情報をPDF
ファイルで公開。さらに
「東広島市道路情報
（グーグルマップ版）」
を設置。→通行止め、片
側通行などの情報が地図
に重ねて表示された。

被災地編
＞東広島市

「東広島市道路情報（グーグルマップ版）」（画像引用元）
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1807/13/news029.html

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1807/13/news029.html
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1807/13/news029.html
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1807/13/news029.html
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1807/13/news029.html
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2月21日にウクライナの工業都市ドネツィ
クに向けてロシア軍が侵攻。

・ドネツィク市→ハッキング

・キエフ市→市長が動画でロシアがウクラ
イナに侵攻する可能性が極めて高いと発言

公式SNS→FacebookページかTelegram
（LINEのようなチャットアプリ）を推奨

戦争編＞ウクライナ

https://twitter.com/KanoTetsuyaJP/status/
1496752747944759296

https://twitter.com/KanoTetsuyaJP/status/1496752747944759296
https://twitter.com/KanoTetsuyaJP/status/1496752747944759296


(3)まずは知っておきたい、
ウェブ発信の
基本ツールと心構え

40



・ウェブサイト
・Twitter
・Facebookページ
・Instagram
・YouTube
・blog
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自治体・観光協会が
活用している
ウェブメディアの種類と特徴

・LINE
・微博（ウェイボー）
・クックパッド
・Tumblr
・TikTok
・ほか



・福井県鯖江市 62ページ
https://www.city.sabae.fukui.jp/
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ウェブサイト

https://www.city.sabae.fukui.jp/


・八戸市
https://twitter.
com/HachinoheCi
ty/status/10735
0073030713753
6
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Twitter

https://twitter.com/HachinoheCity/status/1073500730307137536
https://twitter.com/HachinoheCity/status/1073500730307137536
https://twitter.com/HachinoheCity/status/1073500730307137536
https://twitter.com/HachinoheCity/status/1073500730307137536
https://twitter.com/HachinoheCity/status/1073500730307137536
https://twitter.com/HachinoheCity/status/1073500730307137536


・長崎県島原市
https://www.facebook.com/city.shimabara/
posts/2342802475731235
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Facebookページ

https://www.facebook.com/city.shimabara/posts/2342802475731235
https://www.facebook.com/city.shimabara/posts/2342802475731235
https://www.facebook.com/city.shimabara/posts/2342802475731235


45

Facebookグループ活用事例

みんなの
えひめ
ダイアリー
https://www.facebook.com/group
s/ehimediary

https://www.facebook.com/groups/ehimediary
https://www.facebook.com/groups/ehimediary
https://www.facebook.com/groups/ehimediary
https://www.facebook.com/groups/ehimediary
https://www.facebook.com/groups/ehimediary


・前橋市
https://www.instagr
am.com/p/BvAf_ jwnK
7u/

46

Instagram

https://www.instagram.com/p/BvAf_jwnK7u/
https://www.instagram.com/p/BvAf_jwnK7u/
https://www.instagram.com/p/BvAf_jwnK7u/
https://www.instagram.com/p/BvAf_jwnK7u/


雪丸散歩
https://www.youtu
be.com/watch?v=7H
FYsrheuoE
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YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=7HFYsrheuoE
https://www.youtube.com/watch?v=7HFYsrheuoE
https://www.youtube.com/watch?v=7HFYsrheuoE
https://www.youtube.com/watch?v=7HFYsrheuoE


・久喜市LINE
https://page.line.me/k
uki
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LINE

https://page.line.me/kuki
https://page.line.me/kuki
https://page.line.me/kuki


・別府市
ストック
https://photobeppuc
ity.tumblr.com/
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Tumblr

https://photobeppucity.tumblr.com/
https://photobeppucity.tumblr.com/
https://photobeppucity.tumblr.com/


・豊岡市
情報収集
https://toyooka-travel
.tumblr.com/

50

Tumblr

https://toyooka-travel.tumblr.com/
https://toyooka-travel.tumblr.com/
https://toyooka-travel.tumblr.com/


・横浜市（閉鎖）
2020年7月31日に
トランプ大統領が
安全保障上の問題
があると発言
→多くの自治体は
続々と利用を中断

51

TikTok



・新潟県新発田市
https://cookpad.com/k
itchen/16773380/

52

クックパッド

https://cookpad.com/kitchen/16773380/
https://cookpad.com/kitchen/16773380/
https://cookpad.com/kitchen/16773380/


◎note　◎Zoom　◎Slack　
△Decidim　△Discord

53

2020年に書いた本ではここま
で取り上げていますが、2022
年にもし著書に加筆するなら
このあたりを紹介します。



・2021年4月に地域・行政の
カテゴリが誕生
・オススメ／愛媛県東温市の
note→【自治体SNS担当者】
SNS爆更新したら1年間で
1,000人以上フォロワー増え
ました
https://toon-city.note.jp/n
/nbc5c1cb368ae 54

コミュニティが見つけやすい、
クリエイティブなプラットフォーム「note」

https://note.com/note_local/n/n64b15e26aa3b
https://note.com/note_local/n/n64b15e26aa3b
https://toon-city.note.jp/
https://toon-city.note.jp/
https://toon-city.note.jp/n/nbc5c1cb368ae
https://toon-city.note.jp/n/nbc5c1cb368ae
https://toon-city.note.jp/n/nbc5c1cb368ae
https://toon-city.note.jp/n/nbc5c1cb368ae
https://toon-city.note.jp/n/nbc5c1cb368ae


・2021/1/25 長野県佐久市 Slack
を活用した移住のインラインサロ
ン「リモート市役所」誕生 
https://local-government.kanote
tsuya.com/saku-nagano-remote/

55

チャットツール「Slack」

・広島県 ヒト・地域・企業「HIROSHIMA SATOYAMA 
WORK CO」
https://co-hiroshima.jp/

https://local-government.kanotetsuya.com/saku-nagano-remote/
https://local-government.kanotetsuya.com/saku-nagano-remote/
https://local-government.kanotetsuya.com/saku-nagano-remote/
https://co-hiroshima.jp/
https://co-hiroshima.jp/
https://co-hiroshima.jp/


56



・相手がアカウントをもっていなくても通話できる
のが利点→コロナ禍でますます当たり前に

・使いこなし方のほうが大事。ブレイクアウトルー
ムの設置やチャットに寄せられた意見を司会者ひと
りが集約するのは至難の業なので。

57

ビデオを使ったミーティングや
オンラインイベントツール「Zoom」



・デシディム…バルセロナやヘルシンキ、加古川
市。実名で登録が必要＝荒らしゼロ。
https://kakogawa.diycities.jp/

58

市民参加のためのデジタル
プラットフォーム「Decidim」

https://kakogawa.diycities.jp/


・新潟県長岡市
https://nishikigoi.on.fleek.co/

・京都府
ひきこもり支援のサイトで実
装予定
https://lconnect.jp/

59

チャットツール「Discord」 Slackはワークスペースごとにアカウ
ントを設定します。 Discordはさまざ
まなサーバーのコミュニティに参加し
ても、アカウントは共通。

https://nishikigoi.on.fleek.co/
https://lconnect.jp/


・手間をかけたくない人
・時間をかけたくない人

60

ウェブ利用者はどんな人か？

→すぐに答えが知りたい人

→ウェブはこの人たちのニーズに応えるツール
→うまくいけば仕事が減る



・ツール選びはプロでも難しいです
　→難しいので一旦仮で手段を決める
　　観光客はInstagramで、
　　ティーンにはTikTokで、など
　→子どもや親に伝わるように書く
　→発信→改善→発信→改善と
　　PDCAの繰り返し

61

どのツールで誰に何を伝えればいいのか？



「何を誰に発信するのか」の整理(p89)
ターゲットが違う事例を紹介します

・前橋市のInstagram
・別府市のTumblr
・横浜市のTikTok

62

発信の目的をはっきりさせる



美しい風景の
プロモーション
前橋市の
Instagram
https://www.in
stagram.com/p/
BvAf_ jwnK7u/

63

ターゲット
観光客

https://www.instagram.com/p/BvAf_jwnK7u/
https://www.instagram.com/p/BvAf_jwnK7u/
https://www.instagram.com/p/BvAf_jwnK7u/
https://www.instagram.com/p/BvAf_jwnK7u/


64

ターゲット マスコミ関係者
別府市 Tumblr 別府画像ライブラリー
https://photobeppucity.tumblr.com/

https://photobeppucity.tumblr.com/
https://photobeppucity.tumblr.com/


横浜市のTikTok
乳がんチェックの
啓発動画
https://www.adverti
mes.com/20200122/
article305132/

65

ターゲット
お母さん
（お子さん経由）

https://www.advertimes.com/20200122/article305132/
https://www.advertimes.com/20200122/article305132/
https://www.advertimes.com/20200122/article305132/


・お役所言葉は読み飛ばされる
　→「文書」よりも「文章」を心がける

・周りの自治体の投稿を気にしてみる
　→PDCAの前にリサーチ

・堅苦しくない上手な事例紹介
　…富士見市、秩父市、河内長野市

66

読みたくなるものは話し言葉の延長上にある



67

事例 富士見市役所 秘書広報課
https://twitter.com
/Fujimi_City/statu
s/109694136729
9731456

https://twitter
.com/Fujimi_
City/status/1
0918591094
29669892

https://twitter.com/Fujimi_City/status/1096941367299731456
https://twitter.com/Fujimi_City/status/1091859109429669892
https://twitter.com/Fujimi_City/status/1096941367299731456
https://twitter.com/Fujimi_City/status/1096941367299731456
https://twitter.com/Fujimi_City/status/1096941367299731456
https://twitter.com/Fujimi_City/status/1096941367299731456
https://twitter.com/Fujimi_City/status/1091859109429669892
https://twitter.com/Fujimi_City/status/1091859109429669892
https://twitter.com/Fujimi_City/status/1091859109429669892
https://twitter.com/Fujimi_City/status/1091859109429669892
https://twitter.com/Fujimi_City/status/1091859109429669892


投稿末尾に注目
・気遣いが見える
・リアルタイム投稿
・あなたと私の関係

×防寒に備えましょう
https://twitter.com/chichibuka
nko/status/109109665605595
5456

68

事例 秩父市観光課

https://twitter.com/chichibukanko/status/1091096656055955456
https://twitter.com/chichibukanko/status/1091096656055955456
https://twitter.com/chichibukanko/status/1091096656055955456
https://twitter.com/chichibukanko/status/1091096656055955456


堅いニュースほど
柔らかく

じつげつしきさんす
いずびょうぶ（ろっ
きょくいっそう）
https://twitter.com/M
OCKLE2017/status/10
59349971697160192

69

事例 河内長野市

https://twitter.com/MOCKLE2017/status/1059349971697160192
https://twitter.com/MOCKLE2017/status/1059349971697160192
https://twitter.com/MOCKLE2017/status/1059349971697160192
https://twitter.com/MOCKLE2017/status/1059349971697160192


・組織内でフォローのルールを決める(p97)
→自治体によって方針はバラバラ。
市民をフォローするアカウント、地元事業者をフォ
ローするアカウント、まったくフォローしないアカ
ウントなどある。

・まちへの愛着を投稿する事例紹介

70

フォロワーを増やす導線づくり



71

事例 呉市 地元愛ダダ漏れ投稿 https://twitter.com/9090_kureshi/status/1
037316685995241472

https://twitter.com/9090_kureshi/status/1037316685995241472
https://twitter.com/9090_kureshi/status/1037316685995241472
https://twitter.com/9090_kureshi/status/1037316685995241472


・地縁型発信
→地元の人だけに伝え
るもの

防災、教育、、、

72

地縁型発信とテーマ型発信の両輪が大事

・テーマ型発信
→地元以外の人にも
知ってもらうためのも
の

観光、文化芸術、
移住定住、



・地域のうれしい
ニュースを発信
・まちの新しい見方を
紹介する
・プッシュ通知
・ターゲットを示す
・プロジェクトや催し
物の告知はまめに投稿

73

地縁型発信のコツまとめ

・「なぜ」「そうそ
う」という気持ち
・あえてターゲットを
しぼる



地域のうれしい
ニュースを発信(p101)

山形県新庄市
かむてん
少年ジャンプ掲載
https://twitter.com/kamuten_shin
jo/status/1052100603596304384

74

地縁型発信

https://twitter.com/kamuten_shinjo/status/1052100603596304384
https://twitter.com/kamuten_shinjo/status/1052100603596304384
https://twitter.com/kamuten_shinjo/status/1052100603596304384
https://twitter.com/kamuten_shinjo/status/1052100603596304384


まちの新しい見方を
紹介する(p102)
https://twitter.com/
miyazakipref/status/
10622462745760808
96

75

地縁型発信

https://twitter.com/miyazakipref/status/1062246274576080896
https://twitter.com/miyazakipref/status/1062246274576080896
https://twitter.com/miyazakipref/status/1062246274576080896
https://twitter.com/miyazakipref/status/1062246274576080896
https://twitter.com/miyazakipref/status/1062246274576080896


・プッシュ通知(p103)
和歌山県橋本市LINE
誰に向けているのか
わかりやすい書き出し
相談してくださいね、
と提案＋絵文字

76

地縁型発信



仙台市危機管理局
ターゲットを示す
(p104)
【風しん予防接種】
かっこ大事
https://twitter.com/s
endai_kiki/status/10
51987926530179074

77

地縁型発信

https://twitter.com/sendai_kiki/status/1051987926530179074
https://twitter.com/sendai_kiki/status/1051987926530179074
https://twitter.com/sendai_kiki/status/1051987926530179074
https://twitter.com/sendai_kiki/status/1051987926530179074


事例 国立市
プロジェクトや
催し物の告知は
まめに投稿(p106)
→テレビカメラが
映すワンシーンの
ように解説する
https://twitter.com/city_kunitac
hi/status/109551658558897356
8 78

地縁型発信

https://twitter.com/city_kunitachi/status/1095516585588973568
https://twitter.com/city_kunitachi/status/1095516585588973568
https://twitter.com/city_kunitachi/status/1095516585588973568
https://twitter.com/city_kunitachi/status/1095516585588973568
https://twitter.com/city_kunitachi/status/1095516585588973568
https://twitter.com/city_kunitachi/status/1095516585588973568
https://twitter.com/city_kunitachi/status/1095516585588973568


プロジェクトや
催し物の告知は
まめに投稿(106)
→テレビカメラが
映すワンシーンの
ように撮影する
https://twitter.com/takay
ama_kankou/status/14398
66047696310278

79

地縁型発信

https://twitter.com/takayama_kankou/status/1439866047696310278
https://twitter.com/takayama_kankou/status/1439866047696310278
https://twitter.com/takayama_kankou/status/1439866047696310278
https://twitter.com/takayama_kankou/status/1439866047696310278
https://twitter.com/takayama_kankou/status/1439866047696310278
https://twitter.com/takayama_kankou/status/1439866047696310278
https://twitter.com/takayama_kankou/status/1439866047696310278


枚方市
「なぜ」「そうそう」
という気持ち(p107)
https://twitter.com/h
irakata_city/status/1
04945157766728908
8

80

地縁型発信

https://twitter.com/hirakata_city/status/1049451577667289088
https://twitter.com/hirakata_city/status/1049451577667289088
https://twitter.com/hirakata_city/status/1049451577667289088
https://twitter.com/hirakata_city/status/1049451577667289088
https://twitter.com/hirakata_city/status/1049451577667289088


大阪市平野区役所
子育て情報ページ
・あえてターゲット
をしぼる(p109)
・あいづちを打ちた
くなる書き方
https://www.facebook.com/hiranokukosoda
te/photos/a.1656687304601268/1884018
165201513/?type=3

81

地縁型発信

https://www.facebook.com/hiranokukosodate/photos/a.1656687304601268/1884018165201513/?type=3
https://www.facebook.com/hiranokukosodate/photos/a.1656687304601268/1884018165201513/?type=3
https://www.facebook.com/hiranokukosodate/photos/a.1656687304601268/1884018165201513/?type=3


82

地縁
型
発信

あえてターゲットをしぼる
かわにしさんぽ
(110)

https://
www.ins
tagram.c
om/p/Bf
NjeA6ne
_L/

https://www.instagram.com/p/BfNjeA6ne_L/
https://www.instagram.com/p/BfNjeA6ne_L/
https://www.instagram.com/p/BfNjeA6ne_L/
https://www.instagram.com/p/BfNjeA6ne_L/
https://www.instagram.com/p/BfNjeA6ne_L/
https://www.instagram.com/p/BfNjeA6ne_L/
https://www.instagram.com/p/BfNjeA6ne_L/
https://www.instagram.com/p/BfNjeA6ne_L/


・記念日を活用する

・季節系のハッシュタ
グ
→今日は何の日？

・著名人応援

83

テーマ型発信のコツまとめ

・トレンドをつかんで
まちの今を常に更新す
る



記念日や
季節系の
ハッシュタグ
→今日は何の
日？(p112)
https://www.facebook.com
/396189533815526/photo
s/a.437327719701707/16
80518965382570/?type=
3

84

テーマ型発信

https://www.facebook.com/396189533815526/photos/a.437327719701707/1680518965382570/?type=3
https://www.facebook.com/396189533815526/photos/a.437327719701707/1680518965382570/?type=3
https://www.facebook.com/396189533815526/photos/a.437327719701707/1680518965382570/?type=3
https://www.facebook.com/396189533815526/photos/a.437327719701707/1680518965382570/?type=3
https://www.facebook.com/396189533815526/photos/a.437327719701707/1680518965382570/?type=3
https://www.facebook.com/396189533815526/photos/a.437327719701707/1680518965382570/?type=3


地元のスター
を応援する
(p112)
https://twitt
er.com/nagaok
akyo_city/stat
us/10757116
72952664064

85

テーマ型発信

https://www.facebook.com/Nagaokakyo
CityOffice/posts/2183270618598334

https://twitter.com/nagaokakyo_city/status/1075711672952664064
https://twitter.com/nagaokakyo_city/status/1075711672952664064
https://twitter.com/nagaokakyo_city/status/1075711672952664064
https://twitter.com/nagaokakyo_city/status/1075711672952664064
https://twitter.com/nagaokakyo_city/status/1075711672952664064
https://www.facebook.com/NagaokakyoCityOffice/posts/2183270618598334
https://www.facebook.com/NagaokakyoCityOffice/posts/2183270618598334


岩沼市
トレンド
をつかん
で、まち
の今を常
に更新す
る(p116)
https://twitter.com/iwn
m_kakarichou/status/10
52110580218126337

86

テーマ型発信 https://twitter.com/iwn
m_kakarichou/status/1
045232117087580160

https://twitter.com/iwnm_kakarichou/status/1052110580218126337
https://twitter.com/iwnm_kakarichou/status/1052110580218126337
https://twitter.com/iwnm_kakarichou/status/1052110580218126337
https://twitter.com/iwnm_kakarichou/status/1052110580218126337
https://twitter.com/iwnm_kakarichou/status/1045232117087580160
https://twitter.com/iwnm_kakarichou/status/1045232117087580160
https://twitter.com/iwnm_kakarichou/status/1045232117087580160
https://twitter.com/iwnm_kakarichou/status/1045232117087580160


・ランドマーク
・ランドスケープ
・焦燥感
・情報＋感情
・擬人法
・私とあなた
・ハッシュタグ
・地縁型でもあり
https://twitter.com/kobekoho
/status/14420994350480302
14 87

テーマ型発信 × 地縁型発信

https://twitter.com/kobekoho/status/1442099435048030214
https://twitter.com/kobekoho/status/1442099435048030214
https://twitter.com/kobekoho/status/1442099435048030214
https://twitter.com/kobekoho/status/1442099435048030214


・単純な例
小田原市×ガンダム
https://twitter.com/
Odawara_City/status/
14216309127315701
78

88

テーマ型発信 × 地縁型発信

https://twitter.com/Odawara_City/status/1421630912731570178
https://twitter.com/Odawara_City/status/1421630912731570178
https://twitter.com/Odawara_City/status/1421630912731570178
https://twitter.com/Odawara_City/status/1421630912731570178
https://twitter.com/Odawara_City/status/1421630912731570178
https://twitter.com/Odawara_City/status/1421630912731570178


・TwitterならTwitterモーメントカレンダー
・Yahoo!リアルタイム
・Googleアラート、Googleトレンド
・PRタイムズ
・自治体向けのメディアサイト
・専門家など詳しそうな人をフォロー
　・Twitterリストをフォロー
　・Facebookグループ 狩野の備忘録

89

情報はどうやって仕入れるか？

https://marketing.twitter.com/ja/collections/connect-on-twitter/moment-calendar
https://search.yahoo.co.jp/realtime
https://trends.google.co.jp/trends/?geo=JP
https://twitter.com/kanolaboratory/lists
https://www.facebook.com/groups/kanotetsuyajp


OGP設定を
失敗した例
Twitter
Facebook
ページ
→気にしてな
さそうですが
…

90

枝葉話 OGP設定を失敗するともったいない

https://twitter.com/nagaokakyo_city/status/1075711672952664064
https://www.facebook.com/NagaokakyoCityOffice/posts/2183270618598334
https://www.facebook.com/NagaokakyoCityOffice/posts/2183270618598334


OGP＝Open Graph Protocol
→画像＋テキストのほうが
見てもらいやすい
→設定方法→WordPressの場合→→
→確認方法
→対処方法

91

枝葉話 OGP設定の方法



OGP＝
Open Graph Protocol
→画像＋テキストのほ
うが見てもらいやすい
→設定方法
→確認方法
→対処方法

92

枝葉話 OGP設定の方法 Twitterの場合
https://cards-dev.twi
tter.com/validator

Facebookの場合
https://developers.fa
cebook.com/tools/deb
ug/?locale=ja_JP

鍵アカをつくる

https://cards-dev.twitter.com/validator
https://cards-dev.twitter.com/validator
https://developers.facebook.com/tools/debug/?locale=ja_JP
https://developers.facebook.com/tools/debug/?locale=ja_JP
https://developers.facebook.com/tools/debug/?locale=ja_JP


OGP＝
Open Graph Protocol
→画像＋テキストのほ
うが見てもらいやすい
→設定方法
→確認方法
→対処方法

93

枝葉話 OGP設定の方法

→
うまくいかない場合、
サムネイルにしたい画
像とURLを投稿する



(4)リスクマネジメント
[1]炎上リスク
[2]ご自身のプライバシーリスク
[3]組織アカウント存続のリスク

94



総務省の「社会課題解決
のための新たなICTサー
ビス・技術への人々の意
識に関する調査研究」
（平成27年）の中の「図
表4-2-2-7　SNS上での
トラブル経験の内容」を
引用。
https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc242230.html

95

[1]炎上リスク

http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc242230.html
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc242230.html
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h27/html/nc242230.html
https://kanotetsuya.com/flaming/


・二重チェック。投稿前に誰かに見てもらう。

・運用のためのガイドラインをつくっておく。

・ガイドラインを伝えておく。

96

事前に防ぐために



→良い例／TBSドラマ「カルテット」
・すぐに謝罪。改善策を明確にする。読み手の気持
ちに寄り添う。

→失敗例／Twitter炎上
・謝罪なし。誤解を与えてしまった、という言い
方。謝っているように見えない。
https://kanotetsuya.com/flaming/
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怒っている人が正しい場合

https://kanotetsuya.com/flaming/
https://kanotetsuya.com/flaming/
https://kanotetsuya.com/flaming/


・明らかに悪意のある書き込みの場合
→スルーが最大の防御
　→ブロックすると火に油を注ぎます

・悪意があるのかないのかわからない場合
→冷静に対応
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怒っている人がアレな場合



こんなことがありました→
Facebookページの管理権限者①に職員を加えよう
としたら、めちゃくちゃ抵抗された…。
（某職員・Sさんのケース）
→不安を払拭する作業が必要だった②

→先に予備知識としてFacebookのルールを説明しま
す。
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[2]プライベートアカウント防衛策



Facebookページを開設するにはFacebookの個人ア
カウントが必要です。

ページ管理者が病気や被災などのなんらかの理由で
動かせなくなると、誰も動かせなくなる（パスワー
ド管理ではない）ので、Facebookページは複数人で
管理すべきです。設定＞ページの管理権限
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Facebookページは複数人で管理したほうがいい
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某府某市連携事業Facebookページ

ページのカバー写真の
下にある[管理]を
クリックしてから、
[ページアクセス]を
クリックします。

事業者

府職員



→例えば煮込み県おでん市という自治体があるとし
て、「おでん太郎」なる架空のアカウントをつく
り、複数人で管理することは、防犯のためFacebook
が禁止しています。→報道「某自治体のFacebook
ページ担当者があやまってアカウントを消してし
まった」とたまに聞きますが、誤作業ではなく、ス
パム扱いで消去されたか、誰かのタレコミでの削除
です。→炎上よりも大きなリスク
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[2][3]Facebook＝本名は防犯のため



この話に戻ります→
Facebookページの管理権限者①に職員を加えよう
としたら、めちゃくちゃ抵抗された…。
（某職員・Sさんのケース）
・ソーシャルメディアに抵抗がある（未経験）
・同僚とつながりたくない（上司が嫌い！）

→この不安を払拭する作業が必要だった②
103

プライベートアカウント防衛策



公開範囲は人によって変えられる
・友だちを見せないor共通の友だちだけ見せる
・卒業した学校を登録すると見つかりやすい（SNS
は利用率が増えれば増えるほど広告を見せる機会が
増えるので、あなたの滞留時間を増やしにかかる）
・事前に見せたくない相手がわかっていれば情報を
シャットアウトできるし、なんならブロックもでき
る（地元の友だちとの連絡用です、と言える）
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Facebook個人アカウントの不安を払拭



有事で担当者に連絡がつかない場合
・Twitter、Instagram(?)
　→IDとパスワードがわかれば動かせる
・Facebookページ
　→動かせない（人物そのものがIDなので）
→もし防災アカウントをこれからつくるつもりであ
れば、Twitterがベスト。
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[3]特に防災アカウントなどは
担当者不在でもSNSを動かせる体制を



(D)部署別
[1]水道関連
[2]広報関連

界隈で狩野が気になった
「伝え方」「見せ方」を話題提供します。
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・東京都　インフォグラフィックで伝える
https://www.youtube.com/watch?v=2w10SvUy1gY

・大津市　大学生といっしょにつくる
https://www.youtube.com/watch?v=pwn4HbP6RPk

・京都市　若手職員による打ち水パフォーマンス
https://youtu.be/VuK4GL709n4

・神戸市　面白く伝える
https://www.city.kobe.lg.jp/a78445/kurashi/sumai/sewage/pr/art.html
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水道　わかりやすく伝える

https://www.youtube.com/watch?v=2w10SvUy1gY
https://www.youtube.com/watch?v=pwn4HbP6RPk
https://youtu.be/VuK4GL709n4
https://www.city.kobe.lg.jp/a78445/kurashi/sumai/sewage/pr/art.html


・静岡県三島市下水道
課
マンホール撮影して賞品ゲット？行政も大助かり …楽しんで
お悩み解決 一石二鳥のイベントとは　【静岡発】｜ FNNプ
ライムオンライン

https://www.fnn.jp/articles/-/345118

・北海道倶知安町
マンホール聖戦 in 北海道倶知安町
https://www.guardians.city/
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水道　ゲーム感覚でマンホールを点検

https://www.fnn.jp/articles/-/345118
https://www.fnn.jp/articles/-/345118
https://www.fnn.jp/articles/-/345118
https://www.fnn.jp/articles/-/345118
https://www.guardians.city/
https://www.guardians.city/


・名古屋市
https://hatch-tech-nagoy
a.jp/2021/solution/report
/sewerage-report/

https://urban-innovation-
japan.com/article/speed-in
terview/
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水道　体感してもらう　VRを使った工場見学会

https://hatch-tech-nagoya.jp/2021/solution/report/sewerage-report/
https://hatch-tech-nagoya.jp/2021/solution/report/sewerage-report/
https://hatch-tech-nagoya.jp/2021/solution/report/sewerage-report/
https://urban-innovation-japan.com/article/speed-interview/
https://urban-innovation-japan.com/article/speed-interview/
https://urban-innovation-japan.com/article/speed-interview/


・ヘルシンキ
の自由
My Freedom Stories from Helsinki
https://www.myhelsinki.fi/en/work-a
nd-study/helsinki-freedom

長野県飯綱町の「いいいいいいづ
なマガジン」も同じ発想
https://iizuna.jp/magazine/
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広報　住民が主人公になって生きやすさを伝える

https://www.myhelsinki.fi/en/work-and-study/helsinki-freedom
https://www.myhelsinki.fi/en/work-and-study/helsinki-freedom
https://iizuna.jp/magazine/


・パラオ共和
国の観光プロ
グラム
Palau's world-first 'good traveller' 
incentive
https://www.bbc.com/travel/article/2
0220517-palaus-world-first-good-tr
aveller-incentive?ocid=fbtvl
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広報　良き旅人を増やす

https://www.bbc.com/travel/article/20220517-palaus-world-first-good-traveller-incentive?ocid=fbtvl
https://www.bbc.com/travel/article/20220517-palaus-world-first-good-traveller-incentive?ocid=fbtvl
https://www.bbc.com/travel/article/20220517-palaus-world-first-good-traveller-incentive?ocid=fbtvl


・西条市
今年のオンライン帰省・オンライ

ン同窓会は、懐かしのあの人と共

に♪ - 【LOVE SAIJO】愛媛県西

条市への移住・定住サポートサイ

ト

https://www.lovesaijo.com/news/onl
ine2021/
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広報　「なつかしい」を提供する

https://www.lovesaijo.com/news/online2021/
https://www.lovesaijo.com/news/online2021/
https://www.lovesaijo.com/news/online2021/
https://www.lovesaijo.com/news/online2021/
https://www.lovesaijo.com/news/online2021/
https://www.lovesaijo.com/news/online2021/
https://www.lovesaijo.com/news/online2021/


・神戸市、
尼崎市
【終了しました】第 2回　ジモト

系写真大喜利「ちいきいと」尼崎

リーグ（みんなの尼崎大学オープ

ンキャンパスVOL.30）
https://www.city.amagasak
i.hyogo.jp/kurashi/simins
anka/1001859/1027539.html

https://edit-local.jp/int
erview/chiikiito/

https://youtu.be/mc_vN5G3
ZTE
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広報　楽しいまちの見方を広げる

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/siminsanka/1001859/1027539.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/siminsanka/1001859/1027539.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/siminsanka/1001859/1027539.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/siminsanka/1001859/1027539.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/siminsanka/1001859/1027539.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/siminsanka/1001859/1027539.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/siminsanka/1001859/1027539.html
https://edit-local.jp/interview/chiikiito/
https://edit-local.jp/interview/chiikiito/
https://youtu.be/mc_vN5G3ZTE
https://youtu.be/mc_vN5G3ZTE
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お疲れさまでした！

前半終了です、
ここからは質問や
感想の時間にした
いです。
https://docs.google.co
m/spreadsheets/d/1gU
Ttbn2ZZultnmx5uwYd6
b6CFKP-Vugw2ExJrSxw
Lzo/edit#gid=9819865
14

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gUTtbn2ZZultnmx5uwYd6b6CFKP-Vugw2ExJrSxwLzo/edit#gid=981986514
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gUTtbn2ZZultnmx5uwYd6b6CFKP-Vugw2ExJrSxwLzo/edit#gid=981986514
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gUTtbn2ZZultnmx5uwYd6b6CFKP-Vugw2ExJrSxwLzo/edit#gid=981986514
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gUTtbn2ZZultnmx5uwYd6b6CFKP-Vugw2ExJrSxwLzo/edit#gid=981986514
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gUTtbn2ZZultnmx5uwYd6b6CFKP-Vugw2ExJrSxwLzo/edit#gid=981986514
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gUTtbn2ZZultnmx5uwYd6b6CFKP-Vugw2ExJrSxwLzo/edit#gid=981986514

