
Q8 InstagramやTwitterなど
SNS ど まで影響を与えてい
るの わ らない。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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A8 アクセス解析の方法を 伝
えします。
[1]標準装備のアクセス解析
[2]エゴサーチしてみる
[3]直接ターゲット層に駅前などで聞いてみる
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・Googleアナリティクス
→事業者は何を
確認している ？
→行動＞概要
→何 読まれている
→何 読まれてない
→読まれている記事のライバル記事は何 ？
→読まれていない記事を修正する

75

アクセス解析 ウェブサイト

https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a148884945w211263328p202890410


・一般的に写真つ
の投稿 見ても

らえる率 あ る

76

アクセス解析　
Twitter

https://analytics.twitter.com/user/KanoTetsuyaJP/home
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アクセス解析　
Facebookページ

ページインサイト
＞Twitterと同じ 写真
つ は見られやすい。
笑顔の写真は
反応 高い。

https://www.facebook.com/kanotetsuya/insights/?referrer=page_insights_tab_button


ケータイの
インサイト ら
見ると、 んな
ふうに見えます→
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アクセス解析　
Instagram
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アクセス解析 InstagramはFacebookページと連動



何分 らい
で視聴を離
脱している

、視聴者
数もわ
る。
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アクセス解析　YouTube
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どういう経路で
見に来ている

わ る。

アクセス解析　YouTube



82

自治体ウェブ発信テキスト
https://twitter.com/search?q=%E8%87%AA%E6%B2
%BB%E4%BD%93%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%9
6%E7%99%BA%E4%BF%A1%E3%83%86%E3%82%AD%
E3%82%B9%E3%83%88&src=typed_query&f=live

[2]エゴサーチしてみる

Google
→サジェストキーワード
→例えば氷見市芸術文化館

https://twitter.com/search?q=%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E7%99%BA%E4%BF%A1%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/search?q=%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E7%99%BA%E4%BF%A1%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/search?q=%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E7%99%BA%E4%BF%A1%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88&src=typed_query&f=live
https://twitter.com/search?q=%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E7%99%BA%E4%BF%A1%E3%83%86%E3%82%AD%E3%82%B9%E3%83%88&src=typed_query&f=live
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・知ってる！？　枚方市長
https://www.youtube.com/watch?v=p_Jz_UPqCgw

[3]ターゲット層に直接駅前などで聞いてみる

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


Q9 SNS チケット購入につな
っている どう わ らな

い。（南砺市井波総合文化セン
ター・水口 ん）
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A9 参加者にアンケートをとる
のは難しいでしょう ？
[1]紙のアンケートをとる
[2]パーマリンクや短縮URLを活用する
[3]アクセス解析を見る（Q8と同じ）
[4]ナッジを活用する
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[2]パーマリンクや短縮URLを活用する
URLやQRコードなど、どのページ らのアク
セス 多い 確認したり、チケットそのもの
のURLを別々に発行するなど
https://local-government.kanotetsuya.co
m/tw/

短縮URL bit.ly
メリット／URLを短 で る。ど ら見に
来ているの 計測で る。
デメリット／ユーザー側 計測 れていると
わ る。 ど のサイトに飛ば れる 、URL
だ ではわ りづらい。

https://local-government.kanotetsuya.com/tw/
https://local-government.kanotetsuya.com/tw/
https://bitly.com/
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回収ボッ
クス 投
票箱に
なってい
る、など
https://
www.hub
bub.org.u
k/bristol
s-binning

[4]ナッジを活用する

https://www.hubbub.org.uk/bristols-binning
https://www.hubbub.org.uk/bristols-binning
https://www.hubbub.org.uk/bristols-binning
https://www.hubbub.org.uk/bristols-binning
https://www.hubbub.org.uk/bristols-binning


Q10 複数のSNSのつ いわ は
必要？（南砺市福野文化創造セ
ンター・藤井 ん）
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A10 使い分 た
ほう いい も
各SNSをテレビ、
ラジオ、映画と
置 換えて考え
てもらったほう

イメージしや
すそう。 89

【2022年11月版】人気

ソーシャルメディアのユー

ザー数まとめ　

https://www.comnico.
jp/we-love-social/sn
s-users

https://www.comnico.jp/we-love-social/sns-users
https://www.comnico.jp/we-love-social/sns-users
https://www.comnico.jp/we-love-social/sns-users
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拡散性
↑高い　↓低い
LINEは貧困支援や婚活支
援など、その情報を入手
している とを隠して

たい事業などに向いて
いる。



京都府のひ もり支援「Lコネクト」を例に解説

・LINE／Twitter＋Discord＋Zoom→ひ もり状
態の方 対象。Twitterで夜中3時に予約投稿も。
・Facebookページ→ひ もり支援団体 対象。
・ウェブサイトの記事→ひ もり＋支援団体 対
象。支援団体の良い部分を見つ てあ て、言語化
する作業。
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伝えたい相手によって使い分 る例

https://lconnect.jp/


Q11 「毎日でも更新してほし
い」という要望もある。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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A11 狩野 担当者であれば、
ニーズど り毎日更新します！ 
その方法と理由を解説します。
[1]予約投稿　[2]狙い打ち　[3]365日分のスプ
レッドシートをつ る　[4]施設周辺のニュース
を情報発信する

93



・時短になる

・何度も投稿で る

・狙いうちで る
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[1]アイデア 予約投稿を活用する

予約投稿は
・ウェブサイト
・Twitter
・Facebookページ
・Facebookグループ
・Instagram[Fb経由]
・YouTube
などで使えます。
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予約投稿 Twitter（PC）
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予約投稿 Facebookページ
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予約投稿 Facebookページ
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予約投稿 Facebookグループ
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予約投稿 YouTube



情報番組にドラマの番
宣で登場する俳優のよ
うに、いろんなタイミ
ングで告知しないと
知ってもらえない。

100

イベント告知は一度発
信すれば終わりではダ
メ！　絶対ダメ！！！



・季節の行事
　例 inゼリー
https://twitter.com/in_ jelly_/status/86176265
9120685057

・生放送
・Googleトレンド
・Twitterトレンド
・Yahoo!リアルタイム
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予約投稿→狙いうち

https://twitter.com/in_jelly_/status/861762659120685057
https://twitter.com/in_jelly_/status/861762659120685057
https://twitter.com/in_jelly_/status/861762659120685057


姫路市文化センターに
出演する方 いま
テレビに出てますよ
ツイート 

→Googleトレンド
→Yahoo!リアルタイム
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[2]
狙い撃ち

https://twitter.com/himejibun
ka/status/98551063478666
8545

https://twitter.com/himejibunka/status/985510634786668545
https://twitter.com/himejibunka/status/985510634786668545
https://twitter.com/himejibunka/status/985510634786668545
https://twitter.com/himejibunka/status/985510634786668545


何 あったと に
消せるように
複数人 管理で る
体制づ り 必要

103

予約投稿の落とし穴



スプレッドシート
＝EXCELのGoogle版
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[3]365日分のスプレッドシートをつ る

→次年度、過去の投稿
参考になる。

→参考にしている施設の
投稿をメモしてみる。

→引 継 楽 も。

https://www.google.com/intl/ja_jp/sheets/about/


・電車、バスなどの運行
情報

・周辺の飲食店情報　

105

[4]施設周辺のニュースを情報発信する

・ほ の施設の情報を引
用リツイートor引用シェ
ア



Q12 LINEのブロック率を下
るにはどうしたらいいでしょう

？（砺波市出町子供歌舞伎曳
山会館・上野 ん）
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A12 LINEは「 ぞ」という
と だ 更新＋他のSNSで補完
・すべてのアカウントをた んフォローした経
験談。Twitter、Facebook、Instagramは何度更
新してもタイムラインに流れてい 、LINEは郵
便ポストに入り続 、広告のように残ってしま
う。実際に企業アカウントも同じ発想で使用。
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・LINEは貧困支援や婚活
支援など、その情報を入
手している とを隠して

たい事業などに向い
ている→可視化で ない
ソーシャルメディア。
・ほ のSNSと比べて文章
スキル 必要。



Q13 どうすればフォロワー 増
える？（南砺市福野文化創造セ
ンター・藤井 ん／富山県民会
館・五十里 ん／ほ ）
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A13 フォロワー増加をゴール
にすると目的を見失う も。
単純な方法は「来館してほしい人をフォローする
＋コミュニケーションする（Facebookページな
ら招待する）」だと思います 、ひとまず ちら
の図を 覧 だ い。
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どちらのほうが伝えたい人に情報が届きやすいか？

食べた、見た、考えたなど、なんでも発信。フォ
ロワーは地元の同級生 らクリエイター仲間、知
らない人まで年齢層もバラバラ。

自治体やスタートアップの話題を発信。フォロ
ワーは自治体職員やまちづ りに関わる人、ス
タートアップで働 広報担当者。



112

同じ とを伝えても拡散の仕方が違う 自治体やスタートアップ
向 の話題であれば、下
のほう フォロワーを通
じて情報 広 りやす
い。
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音楽好 、特にテク
ノ好 のフォロワー

急増。し し投稿
者はテクノに詳しい
わ ではない。新し
いフォロワーのほし
い情報（ニーズ）は
テクノの話。
https://twitter.co
m/KanoTetsuyaJP/
status/15515823
93206976512

https://twitter.com/KanoTetsuyaJP/status/1551582393206976512
https://twitter.com/KanoTetsuyaJP/status/1551582393206976512
https://twitter.com/KanoTetsuyaJP/status/1551582393206976512
https://twitter.com/KanoTetsuyaJP/status/1551582393206976512


A13 話題に言及するファン
増えれば目的 達成。
詳細は「UGC　マーケティング」で検索
→親しみある投稿、ニーズにつな る投稿を心

てファンを増やす。それを習慣化する。ウェブ
上で接客するイメージ。
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Q14 小 な話題す ると個人的
な投稿のようになり、私物感も
感じてしまう。どんな話題 適
切 ？ 教えて だ い！（氷見
市芸術文化館・長谷川 ん）
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Q14 どのような投稿 ふ わし
い 。（南砺市福野文化創造セ
ンター・藤井 ん）／どの範囲
まで相互フォローしてよい 。
（富山県民会館・五十里 ん）
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A14 どんな方法もアリ。ふ
わしいの基準を自分たち 気持
ちのよいものにカスタマイズし
て、組織内の当たり前にしてい
はどう →
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ビジネス
モデル
キャンバス

ふさわしい
と限定する
よりも、
広 たほう
が気持ち
いい。

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



A14 話し合う際に今の普通 わ
る資料を準備したほう ◎
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生駒市役所の
Facebookページ
etc活用事例

グッドサイク
ルい ま
https://www.facebook.com/goodcycleiko
ma/

ガイドライン
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000001920.
html

い まち宣伝部（市民ラ
イター） 書いたり、各
課の職員 書いたり、毎
日発信。
↓
・コメントもする。

・やや しい人のやや
しいコメントにはコメン
トしない！

https://www.facebook.com/goodcycleikoma/
https://www.facebook.com/goodcycleikoma/
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000001920.html
https://www.city.ikoma.lg.jp/0000001920.html


A14 急に方向性を変えても◎
いろいろ試行錯誤した結果、最終的には「親しみ
のあるアカウントのほう 良い」に行 着 パ
ターン 多い気 します。

接客態度と同じ。
（近い将来、情報発信のチャンネルのひとつにメ
タバース空間 加わる も）
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・熊本城「どうも、
最強の城です」
Twitter、Instagram
活用
https://twitter.com/kuma
moto_castle/status/1581
920575110320128

122

再起動の例

https://twitter.com/kumamoto_castle/status/1581920575110320128
https://twitter.com/kumamoto_castle/status/1581920575110320128
https://twitter.com/kumamoto_castle/status/1581920575110320128


提案／みな ん いっしょに
れをすれば結果的に負担 減る
のでは？　みな んで拡散を手
助 しあいません ？（狩野）
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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

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



提案／今集まった施設担当者同
士で拡散を手助 する。
[1] 唱和スタイルのハッシュタグをつ る
[2]ハッシュタグを使う
[3]引用リツイートする
[4]富山はいいと ですよ
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提案 唱和
スタイルの
ハッシュタグを
活用する。
orハッシュタグをつ る
→点 線に、線 面になる
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#素通り禁止足利

127

足利市 https://twitter.com/ashikaga_cit
y/status/107492256358572851
2

https://twitter.com/ashikaga_city/status/1074922563585728512
https://twitter.com/ashikaga_city/status/1074922563585728512
https://twitter.com/ashikaga_city/status/1074922563585728512
https://twitter.com/ashikaga_city/status/1074922563585728512
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足利市

ハッシュタグを
クリックすれば
広 っているの
わ る!!!!!!!!!!!!!!!!!

https://twitter.com/ashikaga_city/status/1074922563585728512


提案-1 ハッシュタグをつ る。
悪いハッシュタグ
・#素通り禁止！足利
　→感嘆符の手前でリンク 切れる

・#NoHeartNoSNS # カンヴァス
　→綴り 難しい
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提案-1 ハッシュタグをつ る。
良いハッシュタグ
・# ょうの仕事場
→京都のコワーキング施設を盛り上 るためのも
の。京都以外にも広 っている。
・#ヅカグラシ
→兵庫県宝塚市を盛り上 たい目的のもの。
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https://tunagum.com/goworkin-kyoto/
http://zukagurashi.com/


提案-1 みんな 使えるハッシュ
タグを少し考えてみる時間。
#富山に られん
# い い富山
#富山っちゃー
#富山め ら
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提案-2 ハッシュ
タグを使う。
例　
https://twitter.com/Kan
oTetsuyaJP/status/158
7352058575065089
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https://twitter.com/KanoTetsuyaJP/status/1587352058575065089
https://twitter.com/KanoTetsuyaJP/status/1587352058575065089
https://twitter.com/KanoTetsuyaJP/status/1587352058575065089


提案-3 引用リツ
イートする。
例　
https://twitter.com/Kan
oTetsuyaJP/status/158
9474075327762432
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https://twitter.com/KanoTetsuyaJP/status/1589474075327762432
https://twitter.com/KanoTetsuyaJP/status/1589474075327762432
https://twitter.com/KanoTetsuyaJP/status/1589474075327762432


提案-4 富山の施
設だ でな 、
ハッシュタグを
使う事業者をみ
んな仲間にする
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お疲れさまでした！

みな んの役立つ
話 で ていれば
幸いです！

ダウンロードの注
意点など解説


