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2022/11/17「施設管理・事業担当者なら知ってお
きたい、ウェブ・SNS発信講座」狩野哲也

今日 見せするスライドに登場する
URLは ちらの特設サイトの隠しペー
ジでまとめて 覧いただ ます。
https://local-government.kanotets
uya.com/20221117-slide/

https://local-government.kanotetsuya.com/20221117-slide/
https://local-government.kanotetsuya.com/20221117-slide/


1975年京都生まれ大阪在住
フリーランスの
編集者・ライター・著者
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狩野哲也の自己紹介

自治体仕事10年分の知見をまとめ
た著書「まちのファンをつ る 自
治体ウェブ発信テキスト」（学芸出
版社）を出版
→ファンづ り 大事と説いた本



01 何 らはじめれば？
02 他はどうしているの？
03 どんなウェブツール？
04 何を伝えればいい？
05 炎上 わい
06 起案問題
07 効果的な活用方法
08 ど まで影響 ある？
09 購買につな っている？
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目次　アンケートの質問を列挙
10 使い分 は必要？
11 毎日投稿の要望
12 ブロック率の回避方法
13 どうすればフォロワー
増える？
14 どんなの ふ わしい？
00 狩野 ら提案→みんなで

うすれば、みんなの負担
減るのでは？
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過去
施設管理の
ビジネス
モデル
キャンバス

昭和編
1995年
以前

施設の魅力
を発信する

紙メディア、
テレビ、
ラジオ、など

あらゆる方
法で情報
届

その施設 少
し身近になる・リピーター

応援
・近隣の事業
者など

接客で
ファンづ り

施設スタッフ
紙メディア

チケット販売
施設利用費

利用者 増える
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現在
施設管理の
ビジネス
モデル
キャンバス

令和編
リソース↓
チャネル↑
客の変化

施設の魅力
を発信する

ウェブ、紙、
テレビ、ラジ
オ、など

あらゆる方
法で情報
届

その施設 少
し身近になる・リピーター

ハッシュタ
グなどで応援
・近隣の事業
者など

ネタ し
ファンづ り
ルール最適化

施設スタッフ
ウェブ（SNS
など）紙類

チケット販売
施設利用費

利用者 増える



Q1 ウェブ 使い なせていな
い。何 らはじめればいいので
しょう ？
（富山県民会館・岩田 ん）
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A1 頭をほ す時間にしたいで
す。みな んの考えるウェブ発
信のイメージ（たぶん）と狩野

考えるウェブ発信のイメージ
の違い ら解説します。
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昭和印刷時代
構えて狙って

ら撃つ
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狩野の考えるウェブ発信のイメージ

令和ウェブ時代
構えて撃って

ら狙う

発信する→
分析する→
修正して発信す
る
→PDCAを習慣化
する

ひとまず起案の
とはいったん横に
置いて考えてみて

だ い…



大阪で言います
と枚方市、放出
など
→読み方や場所
を知っている前
提で文章を書
とユーザー 離
脱する。
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施設は「常に知らない人に向 て発信」が基本

→Googleで検索
すれば、知らな
い人に向 て書
いている 否
す にわ る。



Q2 他の公共ホー
ルの運営ルール
知りたいです！
（氷見市芸術文化
館・長谷川 ん）
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メモ
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A2 施設の情報発信の運営ルールを教え
て ださい。



Q3 どんなウェブツールを
使ったらいいのでしょう ？
（黒部市国際文化センター・
川崎 ん／ほ ）
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・ウェブサイト
・Twitter
・Facebook
・Instagram
・YouTube
・blog
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A3 施設が活用しているウェブ発信の基
本ツールとその特徴を紹介します。

・LINE
・note
・TikTok
・ほ
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施設のウェブサイトとSNSの関係性

施設のウェブサイト
施設名を知らない人には
アクセス えしてもらえ
ない。

YouTube
動画のSNS。
日本6900万人
（月間アクティ
ブユーザー）

Twitter
短文SNS。
バズる。日本
4500万人
（月間アクティ
ブユーザー）

Facebook
地球の人口80億人
Fbユーザー29億人
日本2600万人
（月間アクティブ
ユーザー）

LINE
日本9200万人
（月間アクティブユー
ザー）

Instagram
写真中心のSNS。日本3300万人
（月間アクティブユーザー）



・富山県民会館 
https://twitter.
com/tomi_kenmi
n/status/91949
5789683941377
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Twitter

https://twitter.com/tomi_kenmin/status/919495789683941377
https://twitter.com/tomi_kenmin/status/919495789683941377
https://twitter.com/tomi_kenmin/status/919495789683941377
https://twitter.com/tomi_kenmin/status/919495789683941377


・フォローしていないアカウントでも投稿内容
視野に飛び込んで る可能性 ある

・先の投稿で言えば「ブラタモリ」 キーワード

・バズると情報 広 り続 る

・複数のアカウント つ れる
16

Twitterの特徴



・黒部市国際文化
センター
https://www.facebook.com/KUROBECOLARE
/posts/pfbid02nLbU4co72Ka6jZg4P1H9a2s
BEuPJz1jBgtoKjqXpjHvAZfrU8magBWpLZSr
DEzzil
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Facebookページ

https://www.facebook.com/KUROBECOLARE/posts/pfbid02nLbU4co72Ka6jZg4P1H9a2sBEuPJz1jBgtoKjqXpjHvAZfrU8magBWpLZSrDEzzil
https://www.facebook.com/KUROBECOLARE/posts/pfbid02nLbU4co72Ka6jZg4P1H9a2sBEuPJz1jBgtoKjqXpjHvAZfrU8magBWpLZSrDEzzil
https://www.facebook.com/KUROBECOLARE/posts/pfbid02nLbU4co72Ka6jZg4P1H9a2sBEuPJz1jBgtoKjqXpjHvAZfrU8magBWpLZSrDEzzil
https://www.facebook.com/KUROBECOLARE/posts/pfbid02nLbU4co72Ka6jZg4P1H9a2sBEuPJz1jBgtoKjqXpjHvAZfrU8magBWpLZSrDEzzil


・Facebookの個人アカウントはひとつだ

・Facebookの個人アカウント あると、Facebook
ページやFacebookグループ つ れる

・Facebookは犯罪防止のために本名＋顔出しを推奨
している
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Facebookの特徴



・FacebookページはGoogleなどの検索に引っ
り、Facebookユーザー以外も閲覧で る

・Facebookグループは公開、非公開 ある

・Facebook（Meta社）は（たぶん）Facebookグ
ループの開発に力を入れている
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Facebookの特徴2



・氷見市芸
術文化館
https://www.instagram.
com/p/CeVh-8NpInR/
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Instagram

https://www.instagram.com/p/CeVh-8NpInR/
https://www.instagram.com/p/CeVh-8NpInR/


・Instagramは写真に特化したSNSとしてスター
ト。複数のアカウント つ れる

・Facebookのグループ会社であり、投稿を
Facebookページに流す ともで る

・打倒TikTokとしてリール 導入 れた
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Instagramの特徴



出町子供
歌舞伎曳
山祭り　
稽古　釣
女
https://youtu.be/aX
vn_OAPr00
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YouTube

https://youtu.be/aXvn_OAPr00
https://youtu.be/aXvn_OAPr00


・YouTubeは映像に特化したSNSであり、複数のア
カウント つ れる

・YouTubeはテレビに置 換わるメディアになりつ
つある

・打倒TikTokとしてショート動画 導入 れた
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YouTubeの特徴



・氷見市芸術文化館
https://line.me/R/ti/p/
%40242fbxeo
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LINE

https://line.me/R/ti/p/%40242fbxeo
https://line.me/R/ti/p/%40242fbxeo


・LINEは日本で一番アクティブユーザー 多いSNS

・LINEは良 も悪 もプッシュ通知型のため、気づ
いてもらいやすい

・ユーザーの目線に立って発信しないとブロック
れやすいため、厳選する必要 ある
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LINEの特徴



・森美術館
https://www.tiktok.com/@moriart
museum?lang=ja-JP
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TikTok

https://www.tiktok.com/@moriartmuseum?lang=ja-JP
https://www.tiktok.com/@moriartmuseum?lang=ja-JP


・TikTokは映像と音楽を組み合わせたSNSであり、
複数のアカウント つ れる

・TikTokの最大の特徴は独自のアルゴリズムで多
の視聴者に見てもらいやすい

・中国のSNSのため政治に左右 れる
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TikTokの特徴



→「普段ジャ
ズをよ 聞い
ているような
ので、 んな
曲もどうです

？」とユー
ザーの関心の
あるものをす
すめる と
で、滞留時間
を増やそうと
する。
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れまでのSNSのアルゴリズムは



・TikTokは動画配信後、評価の高い動画は平均して
12時間ほどで全員に配信 れる→一夜でスター誕生

・配信 れたTikTokの動画はインフルエンサー 、
初めたば りでフォロワー0人 も関係ない

・ の仕組みに近いもの Instagramのリールや、
YouTubeのショート動画（ まで動画参照）
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TikTokの独自のアルゴリズムとは？



note

金沢21世紀美術館
交流課→目の見え
ない人と映画鑑賞
https://kanazawa21-museum.note.jp/n/
n3516bd782132
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https://kanazawa21-museum.note.jp/n/n3516bd782132
https://kanazawa21-museum.note.jp/n/n3516bd782132


・2021年4月に地域・行政の
カテゴリ 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
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コミュニティ 見つ 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
https://toon-city.note.jp/n/nbc5c1cb368ae


Zoom

Toi Poneke Arts 
Centre→ランチタ
イムに私たちとサ
ンドイッチ片手に

しゃべりしま
しょうよ！
https://www.facebook.com/wellingtonci
tycouncil/posts/2426696780764447
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https://www.facebook.com/wellingtoncitycouncil/posts/2426696780764447
https://www.facebook.com/wellingtoncitycouncil/posts/2426696780764447
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・相手 アカウントをもっていな ても通話で る
の 利点→コロナ禍でますます当たり前に

・録画機能を使うとミーティング終了後に動画デー
タと音声データを書 出して れる。YouTubeや
Facebookページなどでアーカイブで る。
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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」



電車やバスの本数 少な 、自家用車で通勤 デ
フォルトの地域ではラジオ配信 利用 れていま
す。
・stand.fm／市川三郷町

・Twitterのスペース
・FacebookやYouTubeなどの各種ライブ動画
など

35

音声配信アプリ

https://stand.fm/
http://www.town.ichikawamisato.yamanashi.jp/02topics/2021-0907-1126-23.html


・Slack
・Discord

・Facebookグループ
・メールマガジン

など。リピーター向 。
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チャットアプリ系



Q4  何を伝えればいいでしょう
？（よ 聞 れる質問）

→意識していればフォロワー
増えます。
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A4 うれしい とを伝えるの
スタンダードです。
[1]うれしい とを伝える 
[2]情報に感情を添える
[3]準備中の様子を伝える
[4]役立つ情報を すそわ する
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全体的に楽しそう
・感嘆符！
・アツ 伝わる
・話し言葉だぜ

https://twitter.com/musashino
_bunka/status/9937831729480
49925
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うれしい とを伝える

https://twitter.com/musashino_bunka/status/993783172948049925
https://twitter.com/musashino_bunka/status/993783172948049925
https://twitter.com/musashino_bunka/status/993783172948049925


京都みなみ会館
・7割情報
・3割感情
・熱 広 る

https://twitter.com/minamikaik
an/status/9363727179466752
00
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感情を めて最新のニュースを伝える

https://twitter.com/minamikaikan/status/936372717946675200
https://twitter.com/minamikaikan/status/936372717946675200
https://twitter.com/minamikaikan/status/936372717946675200


福岡市美術館
・裏側
・メイキング
・情報と感情
・ハッシュタグ
https://www.instagram.com/p/
CYvB7x-MTY5/
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準備中の現在の様子を発信する

https://www.instagram.com/p/CYvB7x-MTY5/
https://www.instagram.com/p/CYvB7x-MTY5/


京都市文化芸術総合
案内窓口
・設置場所をわ り
やす 伝える
・リード文→共感

https://twitter.com/kacco_info
/status/145904225165327155
4
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役立つ情報をおすそわ

https://twitter.com/kacco_info/status/1459042251653271554
https://twitter.com/kacco_info/status/1459042251653271554
https://twitter.com/kacco_info/status/1459042251653271554


・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

・詳しそうな人やメディアをフォロー
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ネタになりそうな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


Q5 間違った情報発信や炎上
わい。アカウント 乗っ取ら

れた場合の対処方法は？（砺波
市文化会館・湯尾 ん）

44



A5 リスクマネジメントについ
て解説します。
[1]炎上リスク→二重チェック
[2]Facebookページのアカウント停止リスク
[3]アカウント 乗っ取られた場合
ほ
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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
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[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/


→良い例／TBSドラマ「カルテット」
・す 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/


・二重チェック。投稿前に誰 に見てもらう。

・運用のためのガイドラインをつ って 。

・スタッフにガイドラインを伝えて 。
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事前に防 ために



大阪府江之子島文化
芸術創造センター
・施設名を間違える
・Instagramと
Facebookページに流
用→片方だ 修正
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二重チェックを怠った炎上が多い



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

ページ管理者 病気や被災などのなんら の理由で
動 せな なると、誰も動 せな 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 です。設定＞ページの管理権限
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[2]Facebookページのアカウント停止リスク
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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 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 でん市という自治体 あるとし
て、「 でん太郎」なる架空のアカウントをつ
り、複数人で管理する とは、防犯のためFacebook

禁止しています。→報道「某自治体のFacebook
ページ担当者 あやまってアカウントを消してし
まった」とたまに聞 ます 、誤作業ではな 、ス
パム扱いで消去 れた 、誰 のタレコミでの削除
です。→炎上よりも大 なリスク
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Facebook＝本名は防犯のため



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 見せる
・卒業した学校を登録すると見つ りやすい（SNS
は利用率 増えれば増えるほど広告を見せる機会
増えるので、あなたの滞留時間を増やしに る）
・事前に見せた ない相手 わ っていれば情報を
シャットアウトで るし、なんならブロックもで
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



各種SNSのヘルプセンターの内容にそって対応
・Twitter　乗っ取り　ハッキング
・Facebook　なりすまし　
・Instagram　不正アクセス
・YouTube　ハッキング
・SNSのアカウント乗っ取りに注意！Twitterで狙わ
れやすい最新手口や確認・対策を紹介｜KDDI　トビ
ラ
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[3]アカウントが乗っ取られた場合

https://help.twitter.com/ja/safety-and-security/twitter-account-compromised
https://help.twitter.com/ja/safety-and-security/twitter-account-hacked
https://www.facebook.com/help/202993146405258/
https://help.instagram.com/149494825257596/
https://support.google.com/youtube/answer/76187
https://time-space.kddi.com/mobile/20210915/3173
https://time-space.kddi.com/mobile/20210915/3173
https://time-space.kddi.com/mobile/20210915/3173


Q6 記載内容を常に財団で起案
しな ればならず、本来のSNS
の良 活せていない。どうし
たらいいでしょう ？（氷見市
芸術文化館・長谷川 ん）
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ルールの
乗り越え方
を4つ
考えて
みました

参照
ルールメイキング
プレイスメイキング

施設の魅力
を発信する

・リピーター
ハッシュタ

グなどで応援
・近隣の事業
者など

ネタ し
ファンづ り
ルール最適化

施設スタッフ
ウェブ（SNS
など）紙類



A6-1 機会損失のリスクを伝え
るようにした。
・大阪府文化課のアートプロジェクト。狩野は
SNSなど担当。1日に10回以上投稿案を提出。そ
のたびに繰り返し「ルールを見直 な れば ら
に面倒な仕事 増えますよ」と伝えた→投稿内容
に問題 あれば削除する とにルール変更。
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A6-2 ファン 勝手に発信。
・大阪府文化課のアートプロジェクトの
Facebookページ。府庁内でFacebookの理解 進
んでいな った頃、初年度は公式ページとしてで
はな 、ファン 勝手に更新しているページとし
て運用した。効果 高い と わ り、次年度
らは公式Facebookページとして活用 れた。
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A6-3 個人として発信する。
うま いっている施設は中の人たちも発信してい
る。
→公式アカウントで伝え れない個人的な思いの
部分を自ら発信してはどう ？
（発信能力を身につ る とに力を注 。）
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A6-4 「研究会の総意ですよ」
とは言えない ？
・ひとりで闘わず、勉強会（名称はいろいろ）を
活用する。
・研究会で資料やデータをつ ってしまう。
→どの業界も の方法はスタンダード。
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Q7 SNSの効果的な活用方法を教
えてほしい。どうしたらいいで
しょう ？（富山市婦中ふれあ
い館・藤岡 ん／ほ ）
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A7 常に施設の存在を知らない
人に向 て情報発信する。
[1]読み手の心に？のイメージをつ る
[2]数字など、強いメッセージを使う
[3]流行りに乗る
[4]記念日を活用する
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ビジネス
モデル
キャンバス

施設の魅力
を発信する

ウェブ、
紙、テレ
ビ、ラジ
オ、など

その施設 少
し身近になる・リピーター

ハッシュタ
グなどで応援
・近隣の事業
者など

ネタ し
ファンづ り
ルール最適化

施設スタッフ
ウェブ（SNS
など）紙類

チケット販売
施設利用費

利用者 増える

高志の読み方を知ら
ない人に向 て伝え
る場合、高志（
し）の国と表示する



姫路市文化センター
・擬人化
・投稿 バズった
とでセンターのアカ
ウントの存在を知っ
た人も

https://twitter.com/himejibunk
a/status/92632608881232281
6 64

[1]読み手の心になぜ？という気持ちをつ る

https://twitter.com/himejibunka/status/926326088812322816
https://twitter.com/himejibunka/status/926326088812322816
https://twitter.com/himejibunka/status/926326088812322816


投稿内容にイメージを想起しやすい数字を入れる
・10秒チャージ　inゼリー
・タウリン2000mg
・東京ドーム5つ分
・30分 ま せキャンディー チュッパチャップス
・3人に1人。栄養 足りず、成長 困難な子ども。
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[2]数字など、強いメッセージを使う



水戸芸術館
・ 笑い芸人サン
シャイン池崎 んの
ギャグに便乗（関連
性なし）

https://twitter.com/art_tower
_mito/status/8212435575958
60992
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[3]流行りに乗る

https://twitter.com/art_tower_mito/status/821243557595860992
https://twitter.com/art_tower_mito/status/821243557595860992
https://twitter.com/art_tower_mito/status/821243557595860992


・時短になる
→オーケストラの日

　パインアメ参照
　2017年3月31日

https://twitter.com/pain_ame/st
atus/847601748323614720
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[4]記念日を活用する
・時短になる
←オーケストラの日
　パインアメ参照
　2016年3月31日
https://twitter.com/pain_ame/st
atus/715327076690079745

https://twitter.com/pain_ame/status/847601748323614720
https://twitter.com/pain_ame/status/847601748323614720
https://twitter.com/pain_ame/status/847601748323614720
https://twitter.com/pain_ame/status/715327076690079745
https://twitter.com/pain_ame/status/715327076690079745
https://twitter.com/pain_ame/status/715327076690079745


・時短になる
→オーケストラの日
　パインアメ参照
　→ らに便乗する
https://twitter.com/i/events/849147128697901056
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ハッシュタグの活用

https://twitter.com/i/events/849147128697901056
https://twitter.com/i/events/849147128697901056


▼9月21日 今日は何の日
・話題のツイート 
https://twitter.com/search?q=9%E6%9C%8821%E6%9
7%A5%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AF%E4%B
D%95%E3%81%AE%E6%97%A5&src=typed_query&f=to
p

・最新
https://twitter.com/search?q=9%E6%9C%8821%E6%9
7%A5%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AF%E4%B
D%95%E3%81%AE%E6%97%A5&src=typed_query&f=li
ve
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「今日は何の日」を活用してみよう

https://twitter.com/search?q=9%E6%9C%8821%E6%97%A5%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%AE%E6%97%A5&src=typed_query&f=top
https://twitter.com/search?q=9%E6%9C%8821%E6%97%A5%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%AE%E6%97%A5&src=typed_query&f=top
https://twitter.com/search?q=9%E6%9C%8821%E6%97%A5%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%AE%E6%97%A5&src=typed_query&f=top
https://twitter.com/search?q=9%E6%9C%8821%E6%97%A5%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%AE%E6%97%A5&src=typed_query&f=top
https://twitter.com/search?q=9%E6%9C%8821%E6%97%A5%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%AE%E6%97%A5&src=typed_query&f=top
https://twitter.com/search?q=9%E6%9C%8821%E6%97%A5%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%AE%E6%97%A5&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/search?q=9%E6%9C%8821%E6%97%A5%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%AE%E6%97%A5&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/search?q=9%E6%9C%8821%E6%97%A5%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%AE%E6%97%A5&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/search?q=9%E6%9C%8821%E6%97%A5%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%AE%E6%97%A5&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/search?q=9%E6%9C%8821%E6%97%A5%20%E4%BB%8A%E6%97%A5%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%AE%E6%97%A5&src=typed_query&f=live


・神戸市の例
　#なつ しの神戸
https://twitter.com/kobekoho/status/111145619745
7006597

→便乗します？
#なつ しの富山
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ハッシュタグを
モノにしよう

https://twitter.com/kobekoho/status/1111456197457006597
https://twitter.com/kobekoho/status/1111456197457006597
https://twitter.com/kobekoho/status/1111456197457006597


▼写真スポットをつ る
アイデアの ら

・顔はめパネル
https://www.city.kitahiroshima.hokk
aido.jp/sumitakunaru/detail/001206
42.html

・吹 出し＋ガラスor鏡
https://kanotetsuya.com/oap/ 71

同じ場所で撮影して投稿してもらう状況をつ る1

https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/sumitakunaru/detail/00120642.html
https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/sumitakunaru/detail/00120642.html
https://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/sumitakunaru/detail/00120642.html
https://kanotetsuya.com/oap/


・#Rephotography
https://www.boredpanda.com/old-ph
otos-now-real-life/

・定点カメラ
https://www.famouscampaigns.com/
2022/04/australians-are-being-aske
d-to-share-beach-snaps-for-science/
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同じ場所で撮影して投稿してもらう状況をつ る2

https://www.boredpanda.com/old-photos-now-real-life/
https://www.boredpanda.com/old-photos-now-real-life/
https://www.famouscampaigns.com/2022/04/australians-are-being-asked-to-share-beach-snaps-for-science/
https://www.famouscampaigns.com/2022/04/australians-are-being-asked-to-share-beach-snaps-for-science/
https://www.famouscampaigns.com/2022/04/australians-are-being-asked-to-share-beach-snaps-for-science/

