
町内会未来塾テーマ別講座④

若い人に参加してもらうために
～効果的な情報発信～

平成29年11月25日（土）

13：00～16：00



町内会活動の活性化のために、住民に町内会に目を向けてもらい、イベントなどの事業へ

参加してもらうことが必要になります。

そのためには、町内会がどのような組織なのか、どのような事業を行っているのかなどの

情報を発信して「町内会の見える化」を行っていきましょう。

町内会の見える化１

情報発信ツール

町内会の情報発信ツールとして、回覧版は必要不可欠なものになりますが、さまざまな

ツールを組み合わせた情報発信を行うことで、参加者の拡大につながります。

特に、SNS（ソーシャルネットワーキングサービス）を活用して行くことで、若い世代な

ど、これまで参加が少なかった新たな層への情報発信が可能になります。

 町内会で最も身近な方法

 定期的に活動などを周知できる

 基本的には、会員のみへの情報発信ツール

回覧板

 イベントのお知らせや加入のお願いなどに活用

 目を引くデザインで「気づいてもらう」ことができる

 掲示板に貼り出すなども可能

 インターネット上で、不特定多数の人に情報提供可能

 更新が必要

 情報を受ける人が自らページを見ないと情報は発信さ
れない

 インターネット上で人と人がつながることのできる会
員制のオンラインサービスサービス

 FacebookやLINEなど、若い世代にとって主流の情報交
換ツールとなっている

 町内会の活動や役割などを組織について知ってもらう
ために保存版として活用可能

 情報が頻繁に更新されない内容などのPRに適する

チラシ

パンフレット、
ガイド

ホームペー
ジ、ブログ

SNS
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友達や知り合い、つながりがある人と写
真を共有したり、交流を楽しんだり、情報
を集めたりできるサービス。

SNSについて2

SNSについて
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近年、インターネットやスマートフォンなどの普及により、SNS（ソーシャルネットワー

キングサービス）を利用する人が増えています。

SNSでは、友人・知人間のコミュニケーションを促進する手段や場、あるいは趣味や嗜好、

居住地域、出身校、「友人の友人」といった自身と直接関係のない他人との繋がりを通じ

て新たな人間関係を構築することができます。

特に若い世代にとって、情報交換ツールとしてSNSは欠かせないものとなっています。

SNSの種類

SNSにはさまざまな種類があり、それぞれに特徴があります。

Facebook（フェイスブック）

140文字以内の短い投稿(ツイート)を入力

して、みんなで共有するサービス。情報を
発信したり、情報を集めたりすることに適
している。

Twitter（ツイッター）

友達どうしや家族での交流がメインの連
絡や情報伝達のサービス。スタンプを使っ
たコミュニケーションが手軽で人気。

LINE（ライン）

きれいな写真やおしゃれな写真など、基
本的には写真共有SNSのサービス。コメン

トや文章をつけることで、友達などを交流
することができる。

Instagram（インスタグラム）



Facebookを活用した情報発信３

3

Facebookとは

Facebook（フェイスブック）は、友達とメッセージのやりとりや近況の確認などの交流
ができるSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）です。

主な特徴
・基本的に実名で登録
・登録している人同士で、友達になることができる
・自分のニュースフィード（ホーム画面）に、友達の近況などの投稿や
情報が集まってくる

・オンラインサービスなので、パソコンでの操作、スマートフォンでの
操作ができる（リアルタイムで情報発信できる）

Facebookといえば「いいね！」

自分が投稿した近況や写真が友達（つながっている人）に発信されていきます。また、
「いいね！」されることで、友達の友達にも情報が拡散されていきます。

町内会担い手
育成塾やってます！ 町内会担い手

育成塾やってます！

町内会担い手
育成塾やってます！

友達
（つながっている人）

友達ではなない人

町内会担い手
育成塾やってます！

楽しそう！

いいね！

いいね！と言ってる

※イメージ図です

町内会でのFacebookの活用方法（例）

Facebookは、スマートフォンでも近況や写真を投稿できるため、リアルタイムに手軽に
情報発信できます。また、イベント機能などを活用することで、お祭りなどのイベントを
発信したり、参加者を募ったりもできます。

・町内会に関わる活動（個人も含め）の様子を、写真とコメントで発信
・町内会のページをつくることで、町内会の組織や活動の情報を発信
・イベント機能を活用して、イベントの告知や募集



◇石山まちづくりセンター（南区）

◇ライブヒルズ町内会（清田区）

石山まちづくりセンターFacebookページ（PC版）

ライブヒルズ町内会Facebookページ（PC版）

Facebookによる広報に、
高校生ボランティアを任命。

（スマートフォン版）

（スマートフォン版）

３ Facebookを活用した情報発信

Facebookを活用した町内会や地域活動の発信例
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アカウントを登録しよう

Facebookには登録するにはメールアドレスが必要になります。事前にメールアドレスを
用意しましょう。
インターネットでFacebookのホームページにアクセスします。姓、名、メールアドレス、

希望のパスワード、性別、生年月日を入力して「アカウント登録」を選択します。

Facebookのアカウント登録

■登録するにあたって準備するもの

・メールアドレス

■登録する項目

・姓名

・メールアドレス

・希望のパスワード

・性別

・生年月日

プロフィール情報などを登録しよう

Facebookでアカウントを登録したらプロフィール情報などを登録していきます。
プロフィール情報は後から登録することもできます。

Facebookに登録すること

・名前

・出身地・居住地

・出身高校や大学、勤務先

・趣味や関心があること

・プロフィール写真を設定 など

※パスワードの設定には、ひとひねりが必要です。自分や家族の誕生日や電話番号、ゾロ目

などの解読されやすいパスワードは設定しないようにしましょう。

※必ずしも全てを登録する必要はありません。

後からで追記・変更ができますので、必要

な情報のみ登録しましょう。

３ Facebookを活用した情報発信



知り合いを探して、友達になろう

Facebookには多くの人が登録しているため、知り合いもFacebookを使っているかもしれ
ません。
もし知り合いを見つけたら「友達申請」をしましょう。相手から「承認」されれば友達

としてその人が投稿した記事を見たいり、コミュニケーションを図ることができます。
その逆で、知り合いから「友達申請（友達リクエスト）」が来ることもあります。

知り合いを探す
・知り合いは名前の他に出身地や居住地、学校、勤務先などから検索

することができます。

・友達申請を受けたときには、必ず相手のプロフィールなどを見て、

本当に知り合いであるかを必ず確認しましょう。

・ダミーアカウントの可能性もあるため、身に覚えがない人から「友

達申請」が来たら［保留］を選択して放置しましょう。

近況や写真を投稿（アップ）しよう

Facebookには動画や写真、文章などを投稿することができます。
ニュースフィードには、自分の投稿したものだけではなく、友達になった人の近況など

も表示されます。
近況などを投稿する際は、投稿の公開範囲を設定することができます。

写真を選んで投稿で
きます。

クリック
します

投稿する文章を記載
します。 ＼投稿完了／

３ Facebookを活用した情報発信
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「いいね！」しよう

友達が投稿した写真や記事などに、
コメントを書き込むことができます。
コメント以外にも、共感や評価でき

る場合などに、「いいね」ボタンを
クリックすることもできます。
「いいね！」をクリックした場合、

記事や写真を投稿した相手にも、自
分の名前がわかるので、自分が共感
や評価していることを簡単に伝える
ことができます。

＼ クリック ／

「いいね！」してくれた人の名前や
人数が表示されます。

Facebookページを作成しよう

友達が投稿した写真や記事などに、
コメントを書き込むことができます。
コメント以外にも、共感や評価でき

る場合などに、「いいね」ボタンを
クリックすることもできます。
「いいね！」をクリックした場合、

記事や写真を投稿した相手にも、自
分の名前がわかるので、自分が共感
や評価していることを簡単に伝える
ことができます。

例）ようこそさっぽろ

３ Facebookを活用した情報発信



LINEを活用した情報発信４

LINEとは

LINEとは、スマートフォン、携帯電話、パソコン、タブレットで使用することができる
無料のコミュニケーションツールです。メイン機能である「トーク」では、メールよりも
素早く連絡を取ることができ、通話が無料で行えるなど便利な機能がたくさんあります。
日本国内では、若い世代を中心に7,000万人以上が利用しています。とにかく会話のやり

とりがスピーディなのがLINEトークの最大の特徴です。

札
さっぽろたろう

明日のパトロールよろ
しくお願いします！既読

10：15

10：16

さっぽろたろう

＼○○やるよ／ ＼参加します／

＼○○やるよ／ ＼参加します／ ＼遅れていきます／

個人・

グループに
連絡

スタンプで
素早く手軽に
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◇1対1で連絡

◇グループに連絡



LINEを活用した情報発信４
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LINEのセキュリティ、大丈夫？
・アカウント登録後は、パスワードやメールアドレスを設定することによ
りセキュリティが向上するため、安心して使うことができます。

・友達以外からのメッセージを受け取らない設定もあります。
・知らない人からメッセージが来た場合は、無視またはブロックをしま
しょう。

LINEアカウントを登録しよう

LINEはスマートフォンだけではなく、フィーチャーフォン（ガラケー）やパソコン、タ
ブレットなどから利用ができます。利用する際は、電話番号（固定電話・携帯電話）や
メールアドレス、Facebookのアカウントを利用してLINEアカウントを作成することができ
ます。

スマートフォンから パソコンから
Facebook

（携帯またはPC）
フィーチャーフォン

（ガラケー）

・電話番号
・ショートメール
（SMS）

・電話番号
（携帯または固定電話）

・Facebookアカウント
・メールアドレス
（携帯またはPCメール）

・メールアドレス

※ドメイン指定解除
必須

◇LINEアカウント登録に必要なもの

それぞれのツールから登録する場合、下記を準備しましょう。
LINEの公式サイト（https://line.me/ja/download）より、スマホ、パソコン、タブレッ

トなどにアプリをダウンロードし、手順に従って登録を行います。
※ガラケーの場合はhttp://line.naver.jp/m/にアクセスし、空メールを送り登録を行い

ます。

MEMO



◇ママさんLINEグループ

町内会

つながる

地域のママさん

既存の
ママさんグループ

つながる！

町内会とママさんが
つながる

ママトモグループへ
お知らせ

（LINEでのやりとり）

広がる！

LINEを活用した情報発信４

グループLINEで若い世代とゆるくつながる事例
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・ママさんたちのゆるやかなコミュニティでLINEグループを作成。

・そのうち、ひとりのママさんが町内会がつながり、地域のお知らせ

や町内会行事のお手伝い募集などの呼びかけを行い、行事に参加し

てもらっている。



MEMO


