本編 08-01

情報の共有
広報紙の効果をあげるには？
地域の情報のニーズに応え、一定の効果を上げるためには？
ニーズはある！でも、制作はけっこう大変？！
活動に参加していない人の言い分

活動をしている人の言い分

地域の中には、皆さんの活動に少なからず関心を寄せてい
る人が必ずいます。
でも、誰に声をかければいいのかな…、と活動参加のきっ
かけがつかめずにいます。
●「いつもパトロールしているけれど、町会の人かな ?!」
●「私たちでもお手伝いできることはないかしら

?」

そんなとき、活動を知るきっかけがあったら、いかがでしょ
うか？

● 「広報を頑張っているんだけれど、参加者の増加にはつな

がらない」

●「一人に作業が集中してしまって・・・」
●「活動本体が忙しくて、
情報づくりに手間をかけられない」

情報発信を効率よく、且つ一定の効果を上げるにはどうし
たらいいでしょうか ?

０からやろうとは思わずに・・・既存の情報手段を活用
●

情報社会といわれて久しいこのご時世、新たに通信やチラシを作っても、それを配るのも至難の業のときもあります。

●

だからこそ、すでにある広報（市のたよりや学校だよりなど）に掲載させてもらうことをぜひ考えてみてください。

●

地域にどんなおたよりや回覧板や掲示板のルートがあるか確認してみましょう。

●

既存の情報に掲載してもらうには、発行元への依頼が必要です。また、発行時期などもあるので、時間に余裕を持って尋ね
ます。

●

情報掲載をお願いすること自体が、協力関係づくりのはじめの一歩にもなります。

情報が渡った≠伝わった
●

地域活動でチラシや案内を送っても、全然人が集まらなかったということはありませんか ?

●

その原因は、実は活動の内容の善し悪しではなく、情報の届け方に問題があったかもしれません。

●

小学生やその保護者に知らせたいのであれば、学校から届くお便りなどが有効でしょう ( 保護者の約 8 割が学校だよりを読
んでいるという調査結果もあります）。広く地域に活動のことをお知らせしたい場合は、活動とともにチラシやニュースを
配ってしまうというのも、わかりやすい手段です。

TOPICS

砧ワンワンパトロール

砧町町会わんわんパトロール隊では、年代層が非常に幅広く FAX を含めた IT 関連機器に疎い人が多いので「ハガキ」を
メンバーで手分けして配達する手法をとっています。ハガキの発行頻度は一回／月です。
http://www009.upp.so-net.ne.jp/jj1vkl/kinuta_wanpat/
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情報の共有
思わずみんなに渡したくなっちゃう広報をめざして
作ったあなたが、率先して渡したくなるものだったら、自ずと情報は伝わっていきます。
そのような渡したくなっちゃう広報を作るにはどうしたらいいでしょうか ? ここでは、事例を紹介します。

デザインの工夫と読みものとして楽しめる機関紙

〜岡崎まちそだてセンター・りた〜

●

NPO 法人岡崎まち育てセンター・りた が発行してい
る機関紙です（写真左）。

●

機関紙の紙面を工夫し、美しいレイアウトや読み応え
のあるコラムでファンを獲得しています。

●

また、管理を請け負っている図書館とまちづくりに関
するブックレットも定期発行し、「まち育てセンター」
の仕事を紹介しています（写真右）。

手作り感が親近感

冷蔵庫に貼れる大きさに工夫

〜せたポスト〜

●

あえて手書きで紙面をつくり、手作り感を出しています。

●

情報は片面に集約。冷蔵庫やコルクボードに貼って家族みんなが見られる大きさにしています。

生の声を載せて Web で発信

〜曽谷こども安全ホームページ＆そやぶろ〜

●

例えば、地域の人の声や参加者の声が地域の声に載っていたら、どうでしょうか？「自
分の声をきちんと聞いてくれている」「このグループはこういうことをしようとしてい
るんだな」という思いが伝わってくるのではないでしょうか ?

●

もちろん、事前の本人承諾が必要ですが、そうした参加者の声をきちんと載せることで、
グループと地域の人との関係を作ることにつなげることができます。

●

市川市曽谷小学校周辺地区 子ども安全ホームページでは、小学校区内すべての自治会
と学校の代表者の挨拶を発信したり、地域の若者が地域を取材しブログ（そやぶろ）
で発信しています。

● 「そやぶろ」はその名のとおり、曽谷地区に関するタイムリーな情報を掲載しているブ

ログです。筆者は、曽谷地区在住の大学生で、地区のまちづくり活動奮闘中です。だ
れかの視点をとおしたまちの情報は、リアルで筆者としての思いも伝わってきます。
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見逃せない情報が満載

〜一言会まちづくり瓦版〜

●

やわらかな風合いのデザインとかかわる人の顔が見える瓦版。1985 年より発行され、現在でも続いています。

●

一言会という地域の町会と地域の有志によるまちづ くりのグループが発行しています。

●

一言会で話されている内容紹介、まちの時事 ネタなど地域情報が満載。地域の人の視点に立った情報がうれしい瓦版です。

● 「一寺言問を防災のまちにする会」
（通称：一言会）

http://hitokotokai.com/
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情報の共有
情報の発信、ここに気をつけよう
まちづくりには地域のさまざまな人がかかわっています。
それだけに、悪意がなくても他人の権利を侵害してしまう危険もありますので、以下の点に注意しましょう。
チェックポイント①
●

顔写真、映像

顔がはっきりと識別できる場合、写っている人に掲載許可を取りましょう。

チェックポイント②

情報の出所

●

引用の場合、引用元が書いてありますか？

●

新しく書いた文章の場合、文責または問い合わせ先が書いてありますか？

チェックポイント③
●

個人情報

直接書いていなくても、誰かの住所などが推測できるような情報がありませんか？

チェックポイント④

書きぶり

●

誤解を招く表現が使われていませんか？

●

とくに Web サイト・メール配信を使うときには、文字だけでは誤解を招きやすい上、手軽にすばやく公表できるため、簡
単にけんかになってしまうことが知られています（フレーミングといいます）。

●

文字だけだとニュアンスが抜け落ちてしまい、きつく見えたり、冗談が冗談に見えなかったりするためです。匿名ならなお
のことです。

●

なるべく誤解されにくい言葉を選び、いつも以上に丁寧さを心がけましょう。

チェックポイント⑤

ブログのコメント欄

●

ブログの特徴のひとつがコメント欄。読んだ人が簡単にコメントを書き込めるものです。

●

しかし、コメント欄を無制限に解放するのはおすすめしません。いたずらのような書き込みだけでなく、不快な文章を貼っ
ていくロボット（自動的に Web を回り、コメント欄などに書き込みをするプログラムです）にも狙われてしまうためです。

●

ブログの管理画面でコメントを承認制にしておけば、たとえ不快な書き込みがあってもブログの持ち主が許可をしなければ
外に出ません。
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情報の共有
Web 上の個人向けサービスを活用する
もっとも手軽に利用できる Web 上のサービスはブログです。
時系列でのまちの記録や活動の記録はいろいろな場面で役に立ちます。
まちづくり仲間と一緒に作る活動カレンダーや、活動に使ったファイルの共有なども、
Web 上のサービスを使って実現できます。
Web 上で、意識していなくても自分や誰かのプライバシーを侵害してしまうことがあります。
危険を避けるポイントをチェック。

ブログ

-- まち紹介ブログと活動記録ブログ

●

ブログは Web 上で手軽に書ける日記のようなものです。日付ごとに記事が保存・公開されます。

●

まちづくりにブログを生かしている事例には、ふたつの大きな流れがあります。

●

ひとつは、まちの魅力やたのしさ、課題などを書き留めるものです。近所の景色を携帯電話で撮ってアップするだけでもよ
いので、手軽に挑戦できます。

●

もうひとつ、まちづくり活動の記録を取るブログもおすすめです。恒例行事の手順を記録しておいたおかげで引き継ぎがス
ムーズになった、という例もあります。

ブログを利用するには
●

手のこんだ Web サイトを作るには費用と技術が必要ですが、ブログなどの
Web サービスであれば、無料・少ない手間で利用することができます。

●

PC の基本操作ができること、インターネットの接続環境があることが必要です。

●

情報を共有したい相手に Web サイトのアドレスやメール配信を届けるには、広
報紙・広報誌・チラシでのお知らせが有効です。

カレンダー
●

ブログ以外にも、まちづくり活動と相性の良い Web サービスがあります。ここでは二つの例を挙げます。

●

ひとつはカレンダーです。いろいろな人が自分のパソコンからひとつのカレンダーに書き込み、予定を共有するイメージで
す。

●

既に決まった予定を書くだけでなく、スケジュールの調整にも使えます。

●

大手検索サイト google をはじめ、さまざまなインターネット企業が無料で使えるサービスを出しています。
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ファイル共有
●

もうひとつはファイル共有です。「おたより」づくりや会議の議事録など、活動にパソコ
ンを取り入れるとたくさんのファイルが溜まります。Web 上で保管して共有すると、そ
のとき便利なだけでなく、引き継ぎの際もスムーズです。

●

インターネット上に一定の大きさのスペースを借りて、そこにファイルを置いておくよ
うな感じです。

●

特定の人（たとえば町内会の仲間だけ、など）しかファイルを見られないように設定で
きます。

プライバシー侵害防止チェック
●

ブログをはじめ、Web 上のサービスを利用するときに心配なのがプライバシーの問題。自分や他人の個人情報を意識せず
流出させてしまった！ということがないよう、以下のページのチェックリストなどで確認するとよいでしょう。

ワンポイントアドバイス
まちづくりにブログを生かすためのサポートが受けられる地域もあります。
市町村が提供するパソコン教室でのブログ講座、パソコンボランティアによるブログ運営サポートなどです。
お住まいの地域に該当するものがないか、探してみるとよいでしょう。
まちづくりのためのポータルサイトや SNS がある地域なら、その中で活動するという方法もあります。（詳しくは「地域
ポータルサイト・地域 SNS などを活用する」にて）

まちづくり活動ブログ「そやぶろ」
市川市曽谷小学校周辺地区では、まちづくり活動の一環としてブログを運用しています。曽谷小学校周辺地区にはポータルサ
イトもありますが、連携しつつ別途運用するのがポイント。
まちづくりに携わる個人の気軽な情報発信というかたちをとることで、より親しみやすいメディアになりますし、頻繁な更新
も可能になります。
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情報の共有
地域ポータルサイト・地域 SNS を活用する
地域ポータルサイト・地域 SNS は、近隣地域の情報や、地域内の団体・個人がつながる機能を提供する Web サイトです。
地域ポータルサイトの双方向性や地域 SNS を活用するためには、「自分からの情報提供」が大切です。

地域ポータルサイトを使うには
●

地域ポータルサイトにはさまざまな種類があります。まちづくりに関連する
ポータルサイトを探しましょう。

●

まちづくりを直接うたっているポータルサイトでなくても、地域全般の情報が
詳しく掲載されている場合があります。

●

ポータルサイトのもっとも一般的な範囲は、市町村単位です。そこから、自分
に直接かかわる地区の情報をピックアップして紹介すると有効です。

●

訪れた地域の住民から情報提供してもらいたいサイトも少なくありません。信
頼できそうなサイトに情報提供をすれば、自分で運営をしなくても情報発信す
ることができます。

●

自分の地域専用のポータルサイトを作りたい場合は、子ども安全まちづくり
パートナーズが支援します。

地域 SNS でつながる
●

地域 SNS は、特定の地域の利用者が、地域の話題でつながることを目的としています。

●

まちづくり団体同士のつながりを意図した地域 SNS もあります。中には具体的な活動への支援を受けられる地域 SNS も。

●

全国対象の SNS の中にも、まちづくり団体を対象としているところがあります（例：http://www.lococom.jp/）。全国対
象 SNS の中に地域 SNS を作るという形式です。

●

地域 SNS に参加するときには、積極的に情報発信してみてください。SNS では情報量の多い利用者に注目が集まります。
そして注目の集まった利用者は多くのつながりを持つことができるのです。

参考

鶴ヶ島市「TOWN TIP」

鶴ヶ島市では、市民が地域活動を応援するための市の制度をととのえています。鶴ヶ
島市の地域ポータルサイト「TOWN TIP」は、その制度と連動し、Web 上でも寄付
などを通じてまちづくりに参画できるシステムを整えています。
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情報の共有
地域マスコミと連携する
地域マスコミにはローカルテレビ、ラジオ、地域紙・誌などがあります。
地域マスコミに報道されることで地域の多くの人に好意的な印象を与える効果が期待できます。
取り上げられるには話題性と、そのアピールが必要です。

地域マスコミの利点
●

地域マスコミには、ケーブルテレビなどのローカルテレビ、ラジオ、新聞の地域版、地域限定の雑誌などがあります。

●

とくにローカルテレビは視聴者が多く、地域情報の情報源として利用している人が 3 割程度、利用したい人が半数以上いる
という調査もあります。

●

視聴者は地域マスコミに信頼感を持っていることが多く、報道されたものをよく覚えている傾向にあります。つまり、地域
マスコミに取り上げられることで、活動がよく知られ、好意的にとらえられるという効果が期待できます。

地域マスコミと連携するには？
●

取材を受けるには、一定の話題性が必要です。

●

話題性のあるイベントなどを企画したら、地域マスコミに知らせます（プレスリリース）。

●

プレスリリースはマスコミに直接送る場合と、市役所などが公開場所を提供している場合があります。まちづくり関連の担
当に相談してみましょう。

●

まちづくり団体みずからが地域マスコミを運営している例もあります。その場合、情報を集める側に立ちます。

まちづくり団体が運営するラジオ局「エフエムさかい」
NPO 法人さかい hill-front forumj は子どもの見守りを中心に堺市のまちづくりをおこなう NPO です。
堺市には大阪府のほかの市と異なり、コミュニティ FM がありませんでした。
そこで hill-front forum が主体となり、「エフエムさかい」を開局。
地域の人からの出演希望が相次ぐなど、注目を集めています。
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情報の共有
地域ポータルサイトの事例
地域ポータルサイトを構築することで、地域にある様々な情報を串刺しに見ることができます。
情報を効率的に更新するために、更新担当者のスキルにあわせた構成の、ポータルサイトを構築することが重要です。
予定するポータルサイトに必要なコンテンツや、構築に要する費用など、
地域ごとの実情にあわせたケースバイケースの構築が必要です。

web サイト構築・更新担当者の方へ
1.

CMS（コンテンツマネジメントシステム）Wordpress を利用する場合

Wordpress は、無料（GPL ライセンス）で使用することのできる、CMS（コンテンツマネジメントシステム＝ web サイトの
構築・管理ソフトウェア。おもにコンテンツ更新の自動化に利用される）です。
ここでは、Wordpress を用いた地域ポータルサイト構築を中心に、紹介します。
下表は、地域ポータルサイトの更新担当者に求められるスキルに応じた、ポータルサイト構築のタイプを示しています。
地域の web サイト更新担当者に求められるスキル
サーバインストール、パーミッション設定、
MySQL、PHP、html、画像加工編集
PHP、html、画像加工編集
html、画像加工編集

ブラウザから文字入力ができること。画像加工編集。
なし（公開、更新まですべて委託）

ポータルサイトの
タイプ

設置に要する外注費用

A

ナシ *

B

大
↑
↑
小

C

D
E

* いずれのタイプも、別途、web サイトを公開するためのサーバをご用意いただく必要があります。
◆タイプ A：Wordpress テンプレートの利用
サーバへのシステムインストール、パーミッション設定、MySQL、PHP、html、画像加工編集等すべてを、担当者が行う場合です。
wordpress 経験者の方におすすめです。
◆タイプ B: Wordpress テンプレートの利用＋代行設置サービス
サーバへのインストール初期設定は代行設置サービスを利用し、公開時の、コンテンツ入力をすべて、担当者が行う場合です。
PHP、html、画像加工編集のスキルが必要なため、web サイト構築経験のある方におすすめです。
◆タイプ C: Wordpress テンプレートの利用＋代行設置サービス＋
公開時代行入力サービス
ポータルサイトの公開まですべてを代行委託する場合です。 更新の際に html、画像加工編集のスキルが必要です。 既存の
SNS（ソーシャルネットワークサービス。例：mixi、facebook）や、ブログ（例：Ameba）などにおいて、html タグ入力な
ど、カスタマイズ利用経験のある方におすすめです。
◆タイプ D：Wordpress テンプレートの利用＋代行設置サービス＋公開時代行入力サービス＋更新方法指導
html をはじめとした、タグ入力を一切必要としないタイプです。 ブラウザからキーボードを使って、自由に文字入力ができ
ること、デジタルカメラやスキャナを用いて、写真を PC に取り込み、アップロードできることが必要条件です。
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◆タイプ E：完全委託によるポータルサイトの運営
ポータルサイト公開から、更新までのすべてを代行委託する場合です。

事例：市川市曽谷小学校区子ども安全ホームページ
http://soya.kodomo-anzen.org
2.CMS にとらわれないフルオリジナルサイト
CMS を利用せずに、web オーサリングソフトまたは html エディター
を用いて、フルオリジナルのポータルサイトを構築する場合は、公開
から更新までのすべてを代行委託する必要があります。
多彩なレイアウトフォーマットを有する、バラエティーにとんだポー
タルサイトを構築する場合に適しています。

事例：市川市稲荷木小学校区子ども安全ホームページ
http://toukagi.kodomo-anzen.org
3. 既存 SNS、既存ブログサービスを利用したポータルサイト
既存 SNS（ソーシャルネットーワーキングサービス 例：mixi、facebook）、既存ブログサービス（例：Ameba、fc2 ブログ）
を利用し、ポータルサイトの代わりとして、情報発信をすることができます。
事例：「そやぶろ」 http://kodomo-anzen.cocolog-nifty.com/soya/
「市川市稲荷木小学校区子ども安全ブログ」 http://kodomo-anzen.cocolog-nifty.com/toukagi/
4. アフィリエイトサービスを活用した運営収入獲得の事例
amazone アソシエイトなど、各種アフィリエイトサービスを利用することで、サイト運営の費用を取得している事例です。地
域の話題だけにとらわれず、より広範に情報提供することで、アクセスアップをはかることできれば、企業とのタイアップに
よるバナー収入などを見込むこともできます。
事例：親子で一緒に考える子ども安全ホームページ（製作・著作：子どもの安全プロジェクトチーム）
http://kodomo-anzen.info
特記事項
●

Wordpress を利用したテンプレートは、日常的にコンテンツを更新するポータルサイトに適しています。 公開してから、
例えば半年に一回程度しか更新の必要性が無い場合は、Wordpress を利用しない、通常の html を利用した web サイトの
ほうが構築時のコストパフォーマンスにおいて優る場合があります。

●

Wordpress は、データベースを用いた CMS であるため、サーバにアクセスすることのできる、ネットワークアクセス環
境の無い場所での閲覧には不向きです。
（通常の html による web サイトは、ネットワーク環境が無い場所でも簡単に PC ロー
カルでの閲覧が可能です。）

●

WordPress は、1 種類のフォーマットで、記事を追加してゆくブログ形式をベースとしており、多数のレイアウトフォーマッ
トが必要とされる場合は、ブログベースではない CMS や、html の web サイトのほうが適切な場合があります。

●

制作するコンテンツの内容によって、CMS による更新の自動化の適正割合は様々です。html を使わずに更新することがで
きるシステムよりも、ある程度の html タグを習得して、CMS に頼らないことを選択するほうが、更新担当者にとって負担
が少ない場合があります。

●

公開のための web サイトデータを設置するサーバは、一般的なレンタルサーバをお勧めします。ただし、無料のレンタルサー
バの中で、wordpress が自由に利用できるサービスは限られております。サーバに要する費用の点を含め、ポータルサイ
ト構築の際の構成を検討する必要があります。

